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[炭酸水素ナトリウムの熱分解]

1 実験の目的

　炭酸水素ナトリウムを加熱すると，炭酸ナトリウムと二酸化炭素と水ができることを確
かめる。

2準備（実験器具など）

＜実験装置＞
・試験管　　  ・ゴム栓　　
・ガラス管　　  ・スタンド　　
・ガスバーナー

＜その他＞
・炭酸水素ナトリウム　　
・塩化コバルト紙　　
・石灰水　　
・フェノールフタレイン溶液

3 実験手順

①試験管に炭酸水素ナトリウムを入れ，ガラス管
を石灰水の入った試験管に入れる。
　※加熱する試験管の口は（ア　　　　　　）おく。
　⇒ 発生した水分が加熱部分に流れると，試験管
が急に冷え，試験管が割れることがあるので，
これを防ぐため。

物質の分解２
①　炭酸水素ナトリウム，酸化銀の熱分解

【基本事項の確認】
⑴　化学変化と分解

　①　化学変化…もとの物質とは性質のちがう別な物質ができる変化。化学反応ともいう。
　②　分解…１種類の物質が２種類以上の別の物質に分かれる変化。加熱によって起こる分解を熱分解という。
⑵ 　炭酸水素ナトリウム…白色の粉末。重そうともよばれ，ベーキングパウダーなどのふくらし粉にふくま
れている。加熱すると，分解して炭酸ナトリウムと二酸化炭素と水ができる。

⑶　酸化銀…黒色の粉末。加熱すると，分解して銀と酸素ができる。
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②しばらく加熱して，試験管の内側のようすや石
灰水のようすを調べる。

③反応が終わったら，火を消す。
　⇒ ガスバーナーの火を消す前に，ガラス管を石
灰水から（イ　　　　　　）。

　※ 石灰水が逆流して試験管が破損する（割れる）
のを防ぐため。

④発生した液体と気体について確認する。
　・ 試験管の中に塩化コバルト紙を入れて，発生
した液体が何かを調べる。

　・ 石灰水のようすから，発生した気体が何かを
調べる。

⑤残った物質の性質を調べる。
　・ 水へのとけ方やフェノールフタレイン溶液を加えたときのようすを比べる。

[酸化銀の熱分解]

1 実験の目的

　 酸化銀を加熱すると，銀と酸素ができることを確かめる。

2準備（実験器具など）

・試験管　　  ・ゴム栓　　
・ガラス管　　  ・スタンド　　
・ガスバーナー　　 ・水そう　　
・アルミホイル　　 ・酸化銀
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3 実験手順

　①発生する気体を集める。
　⇒ 酸素は水にとけにくいので，（ウ　　　　　　　　）法
で集める。

　※加熱するときは，試験管の口は下げる。

②発生した気体が酸素であることを確認する。
　・試験管の中に火のついた線香を入れる。

③残った物質が銀であることを確認する。
　・酸化銀と銀との色のちがいを調べる。
　・金属の性質があるかどうかを調べる。

4 結果とまとめ

②　水の電気分解

1 実験の目的
　水に電流を流すと，陰極に水素，陽極に酸素が発生することを確かめる。

【基本事項の確認】
⑴　電気分解…電流を流すことによって物質を分解すること。
⑵ 　水の電気分解…水酸化ナトリウムを加えた水に，電気分解装置を使って電流を流すと，水が分解して陰
極（電源の－とつないだ電極）に水素，陽極（電源の＋とつないだ電極）に酸素が発生する。

　　  
水 → 水素　＋　酸素
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2準備（実験器具など）

・電源　　 ・H型ガラス管　　
・電極　　 ・ピンチコック　　
・ろうと　　 ・ガラス棒　　
・水　　  ・水酸化ナトリウム

3 実験手順

①分解する水に水酸化ナトリウムを加える。
　⇒ 純粋な水は電気を通しにくいので，
　　 （ア　　　　　　）を加えて電気を通しやすく
する。

②水をH型ガラス管に入れ，ゴム栓をして，ピン
チコックを開けて，電圧をかける。

　⇒ ピンチコックを開けるのは，発生した気体に
よって装置の中の圧力が大きくなり，ゴム栓
が飛んだり装置が割れることを防ぐため。

③電圧をかけると両極から気体が発生する。しばらく電気を通したあと，ピンチコック
を閉じて，発生した気体について調べる。

　⇒ 発生した気体の体積と，何という気体が発生したかを調べる。
　・ 陰極側のゴム栓をとり，マッチの火を　　・陽極側のゴム栓をとり，火のついた線
　　すばやく近づける。⇒音をたてて燃える。　　香を入れる。⇒炎を上げて燃える。

4 結果とまとめ
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⑴　塩化銅水溶液の電気分解…塩化銅水溶液に電流を流すと，陰
極に赤色（赤褐色）の金属（銅）が付着し，陽極に塩素が発生する。

　　  

　①　塩化銅…青色の結晶。水によくとけ，青色の水溶液になる。
　② 　銅…赤色の金属。みがくと光る。たたくとうすくのびる。
電流を流す。

　③ 　塩素…特有の刺激臭（プールの消毒剤のようなにおい）のあ
る黄緑色の気体。赤インクの色を消す性質があり，からだに
有害。水によくとける。

⑴　原子…物質をつくっている最小の粒子。現在， 110種類ほど
発見されていて，すべて記号で表される。原子は次のような性
質をもつ。

　①　化学変化によって，それ以上分割することができない。
　②　種類によって，質量や大きさが決まっている。
　③ 　化学変化によって，新しくできたり，種類が変わったり，
なくなったりしない。

⑵　分子…いくつかの原子が結びついた粒子で，物質の性質を表
す最小の粒子。分子をつくらない物質もある。

⑶　化学式…物質のつくりを，原子の記号と数字を用いて表した式。
　① 　原子の記号…物質をつくる原子
の種類。

　② 　右下の数字…物質をつくるとき
の原子の数（の割合）。

　　※ 分子をつくらない物質の化学式は，１種類の原子が集まってできている場合は，原子１個を代表させる。ま
たいくつかの原子が集まっている場合は，原子の結びつく割合で表す。

⑴　物質の分類…物質は，純粋な物質（純物質）と混合物に分けられ

る。さらに純粋な物質は，単体と化合物に分けられる。
⑵　単体…１種類の原子だけからできている物質。
　例　水素（H2），酸素（O2），銀（Ag），銅（Cu）など。
⑶　化合物…２種類以上の原子からできている物質。化合物は，さらに別の化合物や単体に分解できる。
　例　水（H2O），二酸化炭素（CO2），酸化銀（Ag2O），炭酸水素ナトリウム（NaHCO3）など。

塩化銅 → 銅　＋　塩素

２　原子と分子

３　単体と化合物

【関連事項】

１　塩化銅水溶液の電気分解

陽極付近の水
溶液をとって，
赤インクの中
に入れると，
色が消える。

塩化銅
水溶液

塩素が発生
（刺激臭）

銅が付着
（赤色）

陽極陰極

▼塩化銅水溶液の電気分解

注意
・ 換気に注意する…塩素は有毒な気体なのでたまっ
た塩素を直接吸い込むと危険。

・ 塩素のにおいをかぐときは手であおぐようにして
かぐ…刺激臭がある気体や有毒な気体を大量に吸
い込むと危険なため。

▼原子の種類と原子の記号
金　　属 非 金 属

カルシウム　　　Ca 硫黄　　　S

銀　　　　　　　Ag 塩素　　　Cl

鉄　　　　　　　Fe 酸素　　　O

銅　　　　　　　Cu 水素　　　H

ナトリウム　　　Na 炭素　　　C

マグネシウム　　Mg 窒素　　　N

HH

水素分子 水分子

酸素分子 二酸化炭素分子

アンモニア分子

HH N
HHH

O

OO C OO

▼分子のモデル

酸素　　　二酸化炭素

O2　　　CO2　

酸素原子2個　　　酸素原子2個
炭素原子１個（１は省略）

▼物質の分類

物質

単体

化合物
純粋な物質（純物質）

混合物
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　　右の図のようにして酸化銀を加熱すると，

色が変わっていき，集気びんに気体が集まっ

た。次の問いに答えなさい。

□⑴　色はどのように変わったか。次のア～

エから選べ。

　　ア　灰色→白色　　イ　白色→銀色　　ウ　茶褐色→銀色　　エ　黒色→白色

□⑵　集気びんに集まった気体が酸素であることを確かめるには，何を用意したらよ

いか。次のア～エから選べ。

　　ア　水でぬらした赤色リトマス紙　　　イ　ＢＴＢ溶液　　

　　ウ　火のついた線香　　　　　　　　　エ　ヨウ素液

□⑶　試験管内に残った物質を，試験管を使ってある操作を行うと，金属の性質を

もっていることがわかった。その操作の方法と結果を簡潔に書け。

□⑷　この実験のように，もとの物質とは別な物質ができる変化を何というか。

□⑸　⑷の変化のうち，１種類の物質から２種類以上の別の物質ができる変化を何とい

うか。

1

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

酸化銀

水

ガラス管
集気びん

1

　　右の図のように，うすい水酸化ナトリウム水

溶液に電流を流したところ，電極Ａから酸素が

発生し，電極Ｂから水素が発生した。これにつ

いて，次の問いに答えなさい。

□⑴　電極Ａは，電源装置の＋極，－極のどちら

に接続したか。

□⑵　電極Ｂから発生した気体が水素であること

を確かめる方法を，次のア～エから選べ。

　　ア　気体を石灰水に通す。　　　　イ　気体にマッチの火を近づける。

　　ウ　気体の中に，水でぬらした赤色リトマス紙を入れる。

　　エ　気体の中に，青色の塩化コバルト紙を入れる。

□⑶　水素の場合，⑵で選んだ方法ではどのような変化が見られるか。

□⑷　酸素と水素は，水酸化ナトリウム水溶液中のどんな物質から生じたか。

酸素

電極B

電源装置

電極A

水素

水酸化ナトリウム
水溶液

2

⑴

⑵

⑶

⑷

2

　　右の図のように，塩化銅水溶液に電流を流すと，電極Ａ

に気体が発生し，電極Ｂに固体が付着して表面の色が変

わった。これについて，次の問いに答えなさい。

□⑴　電極Ａ付近の液をスポイトにとり，その液をうすめた

赤インクに加えるとどうなるか。次のア～エから選べ。

　　ア　色が消える。　　　イ　にごる。

　　ウ　沈殿が生じる。　　エ　気体が発生する。

□⑵　電極Ｂは何色に変わったか。次のア～エから選べ。

　　ア　白色　　イ　銀色　　ウ　黒色　　エ　赤色

□⑶　陽極を，Ａ，Ｂから選べ。

炭素棒

B A

塩化銅水溶液

3

⑴

⑵

⑶

3

演 習 問 題 A
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　　右の図のように，試験管Ａに炭酸水素ナトリウムを入れ，熱したとこ

ろ気体が発生した。発生した気体を試験管Ｂに集め，気体の発生がと

まったところで，熱するのをやめた。試験管Ａの底には白い固体が残って

おり，内側には液体が残っていた。これについて，次の問いに答えなさい。

□⑴　試験管Ｂの中に少量の石灰水を入れ，試験管をよくふったところ，

白くにごった。この実験と同じように，石灰水を白くにごらせる性質

をもつ気体が発生するものを，次のア～エから選べ。 ［　　　　　　］

　　ア　スチールウールにうすい塩酸を加える。　　イ　二酸化マンガンにオキシドール（過酸化水素水）を加える。

　　ウ　石灰石にうすい塩酸を加える。　　　　　　エ　塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱する。

□⑵　試験管Ａの内側についた液体を青色の塩化コバルト紙につけると，桃色に変化した。この液体の物質名を書け。

 ［　　　　　　　　　］

□⑶　試験管Ａに残った白い固体に少量の水を加え，試験管をよくふったあと，フェノールフタレイン溶液を入れる

と，赤色に変化した。この固体の物質名を書け。 ［　　　　　　　　　］

□⑷　溶液の色の変化から，⑶の物質の水溶液は何性であることがわかるか。 ［　　　　　　　　　］

□⑸　この実験で確かめた炭酸水素ナトリウムの性質を利用しているものを，次のア～エから選べ。 ［　　　　　　］

　　ア　ベーキングパウダー（ふくらし粉） 　　イ　粉末の漂白剤

　　ウ　コーヒーシュガー　　　　　　　　　　エ　クレンザー（みがき粉）

炭酸水素
ナトリウム 試験管A 試験管B

ガラス管

水

1

　　青色の塩化銅の結晶を水にとかすと，青色の水溶液ができた。次に，

右の図のような装置を使って，つくった塩化銅水溶液に電流を流したと

ころ，一方の電極には赤色の物質がつき，もう一方の電極からは気体が

発生した。これについて，次の問いに答えなさい。

□⑴　発生した気体は何か。 ［　　　　　　　　　］

□⑵　⑴で発生した気体のにおいを調べるとき，注意しなければならない

ことを，１つ書け。 ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

□⑶　もう一方の電極についた物質が金属であることを確かめるため，電極から赤色の物質をけずり取ってろ紙に集

めた。次に「試験管」を使ってある操作を行ったところ，この物質は金属であることが確かめられた。このとき

に行った操作の方法とその結果を，簡潔に書け。

　　方法［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ］　結果［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ］

□⑷　この実験では，塩化銅が２種類の物質に分かれたことがわかる。このように，電流を流して物質を分けること

を何というか。 ［　　　　　　　　　］

□⑸　この塩化銅水溶液に一定の電圧を加え続けると，水溶液の青色の濃さはどうなると考えられるか。次のア～ウ

から選べ。 ［　　　　　　］

　　ア　うすくなっていく。　　イ　変わらない。　　ウ　濃くなっていく。

□⑹　⑸のように考えた理由を，次のア～カから選べ。 ［　　　　　　］

　　ア　水だけがふえていくから。　　　　イ　水だけが減っていくから。

　　ウ　塩化銅だけがふえていくから。　　エ　塩化銅だけが減っていくから。

　　オ　水も塩化銅もふえていくから。　　カ　水も塩化銅も減っていくから。

電源装置

電極
（炭素棒）
塩化銅
水溶液

2

演 習 問 題 B
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⑴

⑵

⑶

⑷

⑴

⑵

⑶

1

2

1
炭酸水素ナトリウムの熱分解 〈高知〉

炭酸水素ナトリウムの性質について調べるために，次の実験1～3を行った。
下の⑴～⑷に答えなさい。
〔実験1〕　図のような実験装置で，試験管
の中に炭酸水素ナトリウムを入れ，ガ
スバーナーで加熱すると，ガラス管か
ら気体の発生が確認できた。しばらく
してから水上置換法で気体を捕集した。

　　気体が発生しなくなった後，試験管を観察すると白い物質が残り，試験管の口の付
近に無色の液体が付いていることが確認できた。

〔実験2〕　捕集した気体に石灰水を加えてふり混ぜると白くにごった。
〔実験3〕　実験１で残った白い物質と新たな炭酸水素ナトリウムを，それぞれ別の試験
管に少量入れ，それらに同量の水を加えてふった。残った白い物質はすべて水に溶け
たが，炭酸水素ナトリウムは少ししか溶けなかった。その後，それぞれの水溶液にフ
ェノールフタレイン液を加えると，どちらも赤くなったが，炭酸水素ナトリウムの水
溶液の色と比べて，残った白い物質の水溶液の色が濃くなった。

⑴　実験１で，発生した気体をしばらくしてから捕集するのはなぜか，その理由を簡潔
に書け。

⑵　実験１で確認できた無色の液体を調べたところ水であった。この液体が水であるこ
とを調べた方法として正しいものを，次のア～エから一つ選び，その記号を書け。

　ア　無色の液体に青色のリトマス紙をつけ，赤色に変わったことを確かめた。
　イ　無色の液体にヨウ素液を加え，青むらさき色に変わったことを確かめた。
　ウ 　無色の液体にベネジクト液を加え，加熱すると赤褐色の沈殿ができたことを確か
めた。

　エ　無色の液体に塩化コバルト紙をつけ，青色から赤色に変わったことを確かめた。
⑶　実験２の結果から，捕集した気体は何か，化学式で書け。
⑷　実験１～３の結果から， 残った白い物質は何か，物質名を書け。

2
水の電気分解 〈沖縄〉

右図の実験装置に少量の水酸化ナトリウムを溶かした水を入れ，電流を流すと，
水が電気分解されて陽極と陰極，両方から気体が発生した。次の⑴～⑶に答えなさい。
⑴ 　両方の電極から発生した気体を調べる方法として最も適当な
組み合わせを，次のア～エから１つ選び記号で答えよ。

　

陽　極 陰　極
ア 火のついた線香を入れてみる 火のついた線香を入れてみる
イ 火のついたマッチを近づける 火のついたマッチを近づける
ウ 火のついた線香を入れてみる 火のついたマッチを近づける
エ 火のついたマッチを近づける 火のついた線香を入れてみる

⑵ 　この実験で発生した２つの気体のうち，陽極側から発生した気
体を化学式で表せ。

⑶ 　水を電気分解すると性質のちがう２つの気体が発生することから，水は２種類以上
の原子からなることがわかる。水のように２種類以上の原子からなる物質を何という
か，答えよ。

□

□

□
□

□

□

□

応 用 問 題

炭酸水素ナトリウム

試験管

ガス
バーナー

ゴム管
ガラス管

水

スタンド

＋－

図１

陰極側 陽極側

電源




