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◆◇◆ ポイント演習１ ◆◇◆ （P2）

(1)ア (2)エ

(1)1A (2)300mA (3)35mA

(1)2V (2)8V (3)60V

(1)ア…電流計，b イ…電圧計，c

(2)ア…電圧計，a イ…電流計，d

(3)ア…電圧計，a イ…電流計，c

(4)ア…電流計，b イ…電圧計，c

(1)2.4 (2)4.8 (3)1.2 (4)4.8 (5)4 (6)0.25

(7)800 (8)80 (9)30 (10 )5 (1 1)600 (12)25

1

2

3

4

1

ポイント35 (1)①4A ②400mA ③40mA

(2)①2.4V ②12V ③240V

(3)ア…電圧計，a イ…電流計，d

(3) アは電球の両端をはさむように接続している

（並列）ので，電球にかかる電圧をはかる計器

であり，電池の＋極から流れ出た電流が入っ

てくるaが+端子である。また，イは電球を流れ

る電流が枝分かれせずに流れてくる（直列）の

で，電球を流れる電流をはかる計器であり，電

池の＋極から流れ出た電流が入ってくる dが+

端子である。

ア

a

b

イ
dc電

流
電
流

ポイント36 (1)8 (2)4 (3)8

(1) 4.0（Ω）×2.0（A）＝8（V）

(2) 40（V）÷10（Ω）＝4（A）

(3) 16（V）÷2.0（A）＝8（Ω）

(3)(4)(11 )(12) 電流の「mA」は「A」になおしてか

ら計算する。1Aは1000mAである。

電流計ははかりたい部分に対して直列に，電

圧計ははかりたい部分に対して並列につなぐ。

５．電流とその利用
P2～39

(1)5Ω (2)4A (3)8V (4)12V

(1)4A (2)12V (3)20V

(1)500mA (2)6V (3)4V

1

2

3

(1) 2（Ω）＋3（Ω）＝5（Ω）

(2) 電池の部分でオームの法則を使う。

20（V）÷5（Ω）＝4（A）

(3) 2（Ω）×4（A）＝8（V）

(4) 3（Ω）×4（A）＝12（V）

(1) 回路全体の抵抗は，

3（Ω）＋5（Ω）＝8（Ω）

電池の部分でオームの法則を使う。

32（V）÷8（Ω）＝4（A）

(2) 3（Ω）×4（A）＝12（V）

(3) 5（Ω）×4（A）＝20（V）

(1) 回路全体の抵抗は，

12（Ω）＋8（Ω）＝20（Ω）

電池の部分でオームの法則を使う。

10（V）÷20（Ω）＝0.5（A）

ポイント37 (1)6Ω (2)3A (3)12V (4)6V

次の図のように，各抵抗と電池の部分で，抵抗

（電池の部分は回路全体の抵抗）・電流・電圧を

考える。このとき，各部分では「抵抗×電流＝電

圧(オームの法則)」が成立する。また，直列回路

なので，各部分を流れる電流の大きさは同じで，

各抵抗の部分の抵抗の大きさの和と電圧の大き

さの和は，それぞれ電池の部分の抵抗（回路全

体の抵抗）と電圧の大きさに等しい。

(1) 4（Ω）＋2（Ω）＝6（Ω）

(2) 電池の部分でオームの法則を使う。

18（V）÷6（Ω）＝3（A）

(3) 4（Ω）×3（A）＝12（V）

(4) 2（Ω）×3（A）＝6（V）

4Ω

(2 ) A
(3 ) V

2Ω

(2) A
(4) V

(1) Ω

(2) A
18V見本
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(1)6V (2)8V (3)4Ω

(1)10V (2)4V (3)2Ω

(1)8V (2)4V (3)10Ω

(1)12V (2)2A (3)4Ω (4)10Ω

4

5

6

7

(1) 3（Ω）×2（A）＝6（V）

(2) 各抵抗にかかる電圧の大きさの和は電池の

電圧の大きさに等しいので，

14（V）－6（V）＝8（V）

(3) 8（V）÷2（A）＝4（Ω）

3Ω
2A

(1) V

(3) Ω

2 A

(2) V

Ω

2 A
14V

(1) 5（Ω）×2（A）＝10（V）

(2) 各抵抗にかかる電圧の大きさの和は電池の

電圧の大きさに等しいので，

14（V）－10（V）＝4（V）

(3) 4（V）÷2（A）＝2（Ω）

(1) 各抵抗にかかる電圧の大きさの和は電池の

電圧の大きさに等しいので，

20（V）－8（V）＝12（V）

(2) 12（V）÷6（Ω）＝2（A）

(3) 8（V）÷2（A）＝4（Ω）

6Ω

(2 ) A
(1 ) V

(3) Ω

(2 ) A
8 V

(4) Ω

(2) A

20V

(1) 20（Ω）×0.4（A）＝8（V）

(2) 各抵抗にかかる電圧の大きさの和は電池

の電圧の大きさに等しいので，

12（V）－8（V）＝4（V）

(3) 4（V）÷0.4（A）＝10（Ω）

(2) 12（Ω）×0.5（A）＝6（V）

(3) 8（Ω）×0.5（A）＝4（V）

(1)9V (2)300mA (3)20Ω (4)50Ω

(1)24V (2)2A (3)6Ω (4)18Ω

(1)3Ω (2)10V (3)5Ω

8

9

10

(1) 各抵抗にかかる電圧の大きさの和は電池

の電圧の大きさに等しいので，

15（V）－6（V）＝9（V）

(2) 9（V）÷30（Ω）＝0.3（A）

(3) 6（V）÷0.3（A）＝20（Ω）

(4) 各抵抗の部分の抵抗の大きさの和が回路

全体の抵抗になるので，

30（Ω）＋20（Ω）＝50（Ω）

または，電池の部分でオームの法則を使う。

15（V）÷0.3（A）＝50（Ω）

(1) 各抵抗にかかる電圧の大きさの和は，電池

の電圧の大きさに等しいので，

36（V）－12（V）＝24（V）

(2) 24（V）÷12（Ω）＝2（A）

(3) 12（V）÷2（A）＝6（Ω）

(4) 各抵抗の部分の抵抗の大きさの和が回路

全体の抵抗になるので，

12（Ω）＋6（Ω）＝18（Ω）

または，電池の部分でオームの法則を使う。

36（V）÷2（A）＝18（Ω）

(1) 6（V）÷2（A）＝3（Ω）

(2) 各抵抗にかかる電圧の大きさの和は電池

の電圧の大きさに等しいので，

16（V）－6（V）＝10（V）

(3) 10（V）÷2（A）＝5（Ω）

(1 ) Ω

2 A
6 V

(3) Ω

2 A
(2) V

Ω

2 A

16V

(4) 各抵抗の部分の抵抗の大きさの和が回路

全体の抵抗になるので，

6（Ω）＋4（Ω）＝10（Ω）

または，電池の部分でオームの法則を使う。

20（V）÷2（A）＝10（Ω）
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(1)2Ω (2)12V (3)4Ω

(1)50Ω (2)8V (3)100Ω

(1)3A (2)60V (3)150V

(1)30Ω (2)250mA (3)3V (4)7.5V

11

12

13

14

(1) 6（V）÷3（A）＝2（Ω）

(2) 18（V）－6（V）＝12（V）

(3) 12（V）÷3（A）＝4（Ω）

(1) 4（V）÷0.08（A）＝50（Ω）

(2) 12（V）－4（V）＝8（V）

(3) 8（V）÷0.08（A）＝100（Ω）

(1) 90（V）÷30（Ω）＝3（A）

(2) 20（Ω）×3（A）＝60（V）

(3) 各抵抗にかかる電圧の大きさの和は電池

の電圧の大きさに等しいので，

60（V）＋90（V）＝150（V）

20Ω
(1) A

(2) V

30Ω
(1 ) A

90 V

Ω

(1) A
(3) V

(1) 12（Ω）＋18（Ω）＝30（Ω）

(2) 4.5（V）÷18（Ω）＝0.25（A）

(3) 12（Ω）×0.25（A）＝3（V）

(4) 各抵抗にかかる電圧の大きさの和は電池

の電圧の大きさに等しいので，

3（V）＋4.5（V）＝7.5（V）

ポイント38 (1)6V (2)2A (3)1A (4)3A (5)2Ω

(1) 並列回路では，各抵抗に

かかる電圧の大きさと電池

の電圧の大きさはすべて等

しい。

(2) 6（V）÷3（Ω）＝2（A）

(3) 6（V）÷6（Ω）＝1（A）

(4) 各抵抗を流れる電流の大

きさの和は電池を流れる電

流の大きさに等しいので，

2（A）＋1（A）＝3（A）

3Ω

(2 ) A
6 V

6Ω
(3 ) A

6 V

(5) Ω

(4 ) A
6V

(1)12V (2)6A (3)4A (4)10A (5)1.2Ω

(1)3V (2)0.5A (3)1.5A (4)2A (5)1.5Ω

(1)18V (2)450mA (3)300mA (4)0.75A

(5)24Ω

(1)1A (2)1A (3)6Ω (4)3Ω

(1)2A (2)3A (3)20Ω (4)12Ω

1

2

3

4

5

(2) 12（V）÷2（Ω）＝6（A）

(3) 12（V）÷3（Ω）＝4（A）

(4) 6（A）＋4（A）＝10（A）

(5) 電池の部分でオームの法則を使う。

12（V）÷10（A）＝1.2（Ω）

(1) 6（V）÷6（Ω）＝1（A）

(2) 各抵抗を流れる電流の大

きさの和は電池を流れる電

流の大きさに等しいので，

2（A）－1（A）＝1（A）

(3) 6（V）÷1（A）＝6（Ω）

(4) 電池の部分でオームの法

則を使う。

6（V）÷2（A）＝3（Ω）

6Ω
(1 ) A

6 V

(3) Ω

(2 ) A

6 V

(4) Ω

2 A
6V

(1) 60（V）÷30（Ω）＝2（A）

(2) 5（A）－2（A）＝3（A）

(3) 60（V）÷3（A）＝20（Ω）

(4) 電池の部分でオームの法則を使う。

60（V）÷5（A）＝12（Ω）

(2) 3（V）÷6（Ω）＝0.5（A）

(3) 3（V）÷2（Ω）＝1.5（A）

(4) 0.5（A）＋1.5（A）＝2（A）

(5) 電池の部分でオームの法則を使う。

3（V）÷2（A）＝1.5（Ω）

(2) 18（V）÷40（Ω）＝0.45（A）

(3) 18（V）÷60（Ω）＝0.3（A）

(4) 0.45（A）＋0.3（A）＝0.75（A）

(5) 電池の部分でオームの法則を使う。

18（V）÷0.75（A）＝24（Ω）

(5) 電池の部分でオームの法則を使う。

6（V）÷3（A）＝2（Ω）
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(1)50mA (2)200mA (3)20Ω (4)16Ω

(1)3V (2)2.5A (3)1.2Ω

(1)40V (2)2.5A (3)16Ω

(1)12V (2)1A (3)12Ω

6

7

8

9

(1) 2Ωの抵抗にかかる電圧

の大きさは，

2（Ω）×1.5（A）＝3（V）

並列回路では，電圧の大き

さは，どこも等しい。

(2) 3Ωの抵抗を流れる電流

の大きさは，

3（V）÷3（Ω）＝1（A）

各抵抗を流れる電流の大き

さの和は電池を流れる電流

の大きさに等しいので，

1.5（A）＋1（A）＝2.5（A）

(3) 電池の部分でオームの法則を使う。

3（V）÷2.5（A）＝1.2（Ω）

2Ω
1.5 A

(1) V

3Ω

A
(1) V

(3) Ω

(2 ) A
(1 ) V

(1) 80（Ω）×0.5（A）＝40（V）

(2) 20Ωの抵抗を流れる電流の大きさは，

40（V）÷20（Ω）＝2（A）

各抵抗を流れる電流の大きさの和は電池を流

れる電流の大きさに等しいので，

0.5（A）＋2（A）＝2.5（A）

(3) 電池の部分でオームの法則を使う。

40（V）÷2.5（A）＝16（Ω）

(1) 30（Ω）×0.4（A）＝12（V）

(2) 20Ωの抵抗を流れる電流の大きさは，

12（V）÷20（Ω）＝0.6（A）

各抵抗を流れる電流の大きさの和は電池を流

れる電流の大きさに等しいので，

0.4（A）＋0.6（A）＝1（A）

(3) 電池の部分でオームの法則を使う。

12（V）÷1（A）＝12（Ω）

(1) 4（V）÷80（Ω）＝0.05（A）

(2) 250（mA）－50（mA）＝200（mA）

(3) 4（V）÷0.2（A）＝20（Ω）

(4) 電池の部分でオームの法則を使う。

4（V）÷0.25（A）＝16（Ω）

(1)3A (2)30Ω (3)15Ω

(1)1.5A (2)3.6Ω (3)2.4Ω

(1)1A (2)6V (3)3Ω

(1)0.6A (2)12V (3)30Ω

10

11

12

13

(1) 各抵抗を流れる電流の大

きさの和は電池を流れる電

流の大きさに等しいので，

4.5（A）－1.5（A）＝3（A）

(2) 45（V）÷1.5（A）＝30（Ω）

(3) 45（V）÷3（A）＝15（Ω）

(2 ) Ω

1.5A
45V

(3) Ω

(1 ) A

45 V

Ω

4.5 A

45V

(1) 2.5（A）－1（A）＝1.5（A）

(2) 3.6（V）÷1（A）＝3.6（Ω）

(3) 3.6（V）÷1.5（A）＝2.4（Ω）

(1) 各抵抗を流れる電流の大

きさの和は電池を流れる電

流の大きさに等しいので，

3（A）－2（A）＝1（A）

(2) 6（Ω）×1（A）＝6（V）

(3) 6（V）÷2（A）＝3（Ω）

(3 ) Ω

2 A

(2) V

6Ω
(1 ) A

(2 ) V

Ω

3 A

(2) V

(1) 1（A）－0.4（A）＝0.6（A）

(2) 20（Ω）×0.6（A）＝12（V）

(3) 12（V）÷0.4（A）＝30（Ω）

ポイント39 (1)4W (2)①B ②0.4A ③18000 J

(3)①1.6W ②960 J ③イ ④イ

(1) 1（A）×4（V）＝4（W）

(2)② 40（W）÷100（V）＝0.4（A）

③ 60（W）×300（秒）＝18000（J）

(3)① 電熱線Cに流れる電流は，

2.0（V）÷2.5（Ω）＝0.8（A）

よって，消費電力は，

0.8（A）×2.0（V）＝1.6（W）
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(1)2W (2)12W (3)①10A ②10Ω ③300000 J

(1)1900W (2)540000 J

(1)0.8A (2)125Ω (3)20W

(1)12.0W (2)3600 J

(3)①ア ②ア ③ア ④イ

◇◆◇ 実戦演習１ ◇◆◇ （P13）

(1)ア (2)① b ② b (3)①60Ω ②100mA

(4)①300mA ②15Ω

1

② 1.6（W）×600（秒）＝960（J）

③④ 抵抗が大きいと，電流は流れにくくなる

ため，電熱線で消費される電力は小さくな

り，発熱量も小さくなる。

1

(1) 0.2（A）×10（V）＝2（W）

(2) 電球に流れる電流は，

6（V）÷3（Ω）＝2（A）

よって，消費電力は，

2（A）×6（V）＝12（W）

(3)① 1000（W）÷100（V）＝10（A）

② 100（V）÷10（A）＝10（Ω）

③ 1000（W）×300（秒）＝300000（J）

2

(2) 900（W）×600（秒）＝540000（J）

3

(1) 80（W）÷100（V）＝0.8（A）

(2) 100（V）÷0.8（A）＝125（Ω）

(3) 125Ωの電球を50Vの電源につないだときに

流れる電流は，

50（V）÷125（Ω）＝0.4（A）

よって，消費電力は，

0.4（A）×50（V）＝20（W）

4

(1) 電熱線Aに流れる電流は，

6.0（V）÷3.0（Ω）＝2.0（A）

よって，消費電力は，

2.0（A）×6.0（V）＝12.0（W）

(2) 12.0（W）×300（秒）＝3600（J）

(1) 電流の大きさが予想できない場合は，最初

に最大値の端子につないでおよその電流の大

きさを調べ，その後，適当な端子を選ぶ。

①A ②B ③A

(1)①25Ω ②9.8V (2)80mA (3)イ

(1)イ (2)15Ω (3)ウ，エ (4)20Ω (5)イ

3

4

(3) 図３より，抵抗器 aは20Ω，抵抗器bは40Ω

である。

(4) 回路全体を流れた電流700mAのうち，抵抗

器 aに流れる電流は300mAなので，抵抗器 c

に流れる電流は400mAである。よって，抵抗器

cの抵抗の大きさは，

6（V）÷0.4（A）＝15（Ω）

(1) 電熱線aに流れる電流は，

7.0（V）÷25（Ω）＝0.28（A）

電熱線bにも同じ大きさの電流が流れるので，

電熱線bの両端に加わる電圧は，

35（Ω）×0.28（A）＝9.8（V）

(2) 電熱線ｂに流れる電流は，

1.4（V）÷35（Ω）＝0.04（A）

＝40（mA）

よって，P点を流れる電流は，

120（mA）－40（mA）＝80（mA）

(3) 図１の直列ではどちらの電熱線にも180mA

の電流が流れるが，図２の回路では180mAの

電流が2つの電熱線に分かれるので，それぞ

れの電熱線に流れる電流は，180mAよりも小さ

くなる。また，「電圧＝電流×抵抗」より，電流

の大きさが同じである直列回路では，抵抗が

大きいほど電圧も大きい。よって，図１の電熱

線bが，4つの電熱線の中で，電流と電圧が最

も大きい。

(1) 【実験１】の a c間の電圧が3.0Vなので，電

熱線Pに加わる電圧は1.5Vである。【実験２】は

並列回路なので，電熱線Pに加わる電圧は d g

間の電圧と同じ3.0Vである。

(3) 電熱線Pと電熱線Qの抵抗の大きさは15Ω

なので，図１の回路全体の抵抗の大きさは，30

Ωになる。よって，a～cを流れる電流は，

3.0（V）÷30（Ω）＝0.10（A）

また，図２の e点を流れる電流が0.20Aなので，

f点を流れる電流も0.20A，d点と g 点を流れる

電流が0.40Aになる。

2
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(1)ウ (2)10Ω (3)ウ

(1)75mA (2)ウ (3)320mA

(1)0.14A (2)20Ω (3)ア (4)0.3W

5

6

7

(5) 電力 xは，

0.20（A）×4.0（V）＝0.80（W）

また，電熱線Yと電熱線Zを流れる電流が0.10A

になるので，それらの電熱線に加わる電圧は，

20（Ω）×0.10（A）＝2.0（V）

よって，電力 yとzは，

0.10（A）×2.0（V）＝0.20（W）

(1) 図３の電流計の示す値は，Xを流れる電流

である。そして，図１と図２の電流計の示す値

は，ともにXを含む2つの抵抗が直列につなが

れた回路を流れる電流なので，図３よりも抵抗

が大きく，電流計の示す値は小さい。また，図

４の電流計の示す値は，XとYが並列につなが

れた回路を流れる電流なので，図３よりも抵抗

が小さく，電流計の示す値は大きい。以上よ

り，図３の電流計の示す値は2番目に大きいこ

とがわかる。

(2) (1)より，図４の電流計の示す値は450mAで

ある。このうち，Xには300mA流れるので，Yに

流れる電流は150mAである。よって，Yの抵抗

の大きさは，

1.5（V）÷0.15（A）＝10（Ω）

(3) 図３のXに流れる電流は300mAである。これ

は，図３のYに流れる電流や，図２のXとYに流

れる電流よりも大きいので，消費する電力も大

きい。

(1) 図１の回路は，電熱線 a と電熱線 bが直列

につながっているので，回路全体の抵抗は，

40Ωである。よって，回路を流れる電流は，

3.0（V）÷40（Ω）＝0.075（A）

(3) 図２の回路は，電熱線 a と電熱線 bが並列

列につながっているので，電流計の示す値は

各電熱線を流れる電流の和になる。

(4) 図２の回路で，電圧が5.0Vのときに回路を

流れる電流は0.10Aなので，電熱線aにかかる

電圧は，

20（Ω）×0.10（A）＝2.0（V）

(1)0.15A (2)①ア ②イ (3)2.0V (4)ア

(1)イ，ウ (2)イ

(1)5400 J (2)ウ→ア→イ

8

9

10

(1) 図１で，電熱線を流れる電流は，

6（V）÷4（Ω）＝1.5（A）

よって，10分間に発生する熱量は，

1.5（A）×6（V）×600（s）＝5400（J）

(2) 図２は4Ωの電熱線2本を直列につないでい

【実験１】で，導線Lを端子 aにつないだときは

電熱線Pにかかる電圧を調べているので，電熱

線Pの抵抗の値は，

1.0（V）÷0.10（A）＝10（Ω）

また，導線Lを端子bにつないだときは電熱線Pと

電熱線Qを直列につないだ回路全体の電圧を調

べているので，回路全体の抵抗の値は，

1.5（V）÷0.10（A）＝15（Ω）

よって，電熱線Qの抵抗の値は，

15（Ω）－10（Ω）＝5（Ω）

(1) スイッチⅡは入れずに，スイッチⅠのみを入

れると，電流は電熱線Pだけに流れる。よって，

流れる電流は，

1.5（V）÷10（Ω）＝0.15（A）

(3) 仮に電圧計が1.0Vを示していたとすると，電

熱線Pに流れる電流は，

1.0（V）÷10（Ω）＝0.1（A）

同様に，電熱線Qに流れる電流は，

1.0（V）÷5（Ω）＝0.2（A）

よって，電流計の示す値は，

0.1（A）＋0.2（A）＝0.3（A）

よって，電流計が0.3Aの2倍の0.6Aを示したと

き，電圧計は1.0Vの2倍の2.0Vを示す。

(4) 図２の回路では，電流計を流れる電流は電

熱線Pと電熱線Qに分かれるので，図１の電熱

線Qに流れる電流よりも小さくなる。

(1) 100Vの電圧で使用して最大15Aまで電流を

流せるのだから，消費電力の最大値は，

15（A）×100（V）＝1500（W）

よって，電熱線 bにかかる電圧は3.0Vなので，

消費される電力は，

0.10（A）×3.0（V）＝0.3（W）

見本
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(1)ア (2)①ア ②イ

C→D→B→A

(1)1.5A (2)2700 J (3)エ

11

(1) 図１は電熱線 aと電熱線 bを直列につない

でいるので，回路全体の抵抗は2つの電熱線

の抵抗の和になる。また，図２は電熱線a と電

熱線 bを並列につないでいるので，回路全体

の抵抗は2つの電熱線の抵抗よりも小さくなる。

図１と図２の回路では電圧の大きさは同じなの

で，回路全体の抵抗が小さい図２の方が流れ

る電流が大きくなり，水温が高くなる。

(2) 電気機器を同じ電圧で使用したとき，消費

電力が大きいものほど流れる電流が大きいの

で，電気抵抗は小さい。

12

図１の回路全体の抵抗は5Ωなので，回路を

流れる電流は，

2.0（V）÷5（Ω）＝0.4（A）

また，図２の1Ωの電熱線に流れる電流は，

2.0（V）÷1（Ω）＝2.0（A）

同様に，図２の4Ωの電熱線に流れる電流は，

2.0（V）÷4（Ω）＝0.5（A）

以上より，カップCの水の温度が最も高くなり，次

いでカップDの水になる。

また，図１の1Ωの電熱線にかかる電圧は，

1（Ω）×0.4（A）＝0.4（V）

同様に，図１の4Ωの電熱線にかかる電圧は，

4（Ω）×0.4（A）＝1.6（V）

以上より，カップAの水の温度が最も低くなる

13

(1) 9.0（W）÷6.0（V）＝1.5（A）

(2) 9.0（W）×300（s）＝2700（J）

(3) (2)より，2700 Jの熱で4.0℃上昇することがわ

かる。一方，電熱線 bを使うと，水温は5分間に

12.0℃上昇するので，電熱線bから5分間に発

生する熱量 x（J）は，

るので，回路全体の抵抗は8Ωである。また，

図３は4Ωの電熱線2本を並列につないでいる

ので，回路全体の抵抗は4Ωよりも小さい。図１

～図３の回路では電圧の大きさはどれも同じな

ので，回路全体の抵抗が小さいほど流れる電

流が大きくなり，水の上昇温度が大きくなる。

ア

◆◇◆ ポイント演習２ ◆◇◆ （P22）

(1)ア (2)静電気 (3)①－ ②－ ③＋

①－ ②＋

①－ ②－

1

ポイント40 (1)a (2)b

(1)(2) 2種類の物質をこすり合わせると，一方の

物質から他方の物質に電子が移動するため，

たがいに異なる静電気をもつ。そのため，図２

では同じ静電気どうしなので反発しあい，図３

では異なる静電気どうしなので引き合う。

1

ポイント41 ①電子 記号…イ

2

14

図１で，電熱線Aを流れる電流は，

6（V）÷4（Ω）＝1.5（A）

よって，電熱線Aから10分間に発生する熱量は，

1.5（A）×6（V）×600（s）＝5400（J）

同様に，図２で直列につながれた電熱線A，B

を流れる電流は1.0Aなので，電熱線A，Bから10

分間に発生する熱量は，

1.0（A）×6（V）×600（s）＝3600（J）

水の上昇温度は5400 Jで12℃だから，3600 Jのと

きの上昇温度 x（℃）は，

5400（J）：12（℃）＝3600（J）： x（℃）

x＝8（℃）

x（J）：12.0（℃）＝2700（J）：5.0（℃）

x（J）＝8100（J）

よって，電熱線 bの消費電力y（W）は，

y（W）×300（s）＝8100（J）

y（W）＝27（W）

《別解》

9.0Wの電力を消費する電熱線 aを使うと，

水温は5分間に4.0℃上昇する。一方，電熱線

bを使うと，水温は5分間に12.0℃上昇する。よ

って，電熱線 bで発生する熱量は，電熱線 a

で発生する熱量の3倍になる。「熱量＝電力×

時間」なので，電流を流す時間が一定であれ

ば，熱量と電力は比例する。よって，電熱線 b

の消費電力は，9.0Wの3倍の27.0Wになる。

見本



- 9 -

①直流 ②交流

①オ ②エ ③ア ④カ ⑤オ ⑥ア

(1)磁界 (2)磁界の向き (3)磁力線 (4)S極

(5)ウ

(1)①ア ②イ ③ウ ④エ (2)エ

1

2

1

右図のような磁界が

できる。

電流

ポイント42 ①エ ②イ ③エ ④イ

棒磁石の磁界は

右図のようになって

いる。

3

ポイント43 (1)①ウ ②エ ③ア ④イ (2)ウ

(3)図２…イ 図３…エ

(4)図２…ウ 図３…エ

(1) 右図のような磁界

ができる。

(2) (1)より，④の電流

による磁界の向きは

西向きであるが，方

位磁針のN極はもと

もと北を向いているので，導線に電流を流す

と，北から西の方へ振れる。

(3) 図２と図３には下図のような磁界ができる。し

たがって，図２では西向き，図３では東向きの

磁界になる。

(4) 方位磁針のN極はもともと北を向いているの

で，導線に電流を流すと，図２では北から西の

方へ，図３では北から東の方へ振れる。

N

電流

図２ 図 ３

N

電流

電流

(1)図１…エ 図２…イ (2)図１…エ 図２…ウ

(1)東 (2)西

(1)①西 ②東 (2)①東 ②西

①エ ②イ ③エ ④イ ⑤エ

2

3

4

1

図１と図２には下図のような磁界ができる。

図１ 図２

N

電流

N

電流

(1) 下図のような磁界ができる。

電流

北南

東

西

下図のような磁界ができる。

電流

ポイント44 ①イ ②エ ③イ ④エ ⑤イ

下図のような磁界ができる。

電流

(1) 右図のような磁界

ができる。

電流
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①ア ②ウ ③ア ④ウ

①ア ②エ ③ウ ④ウ ⑤ウ ⑥ア ⑦イ

ア

2

3

4

アでは左右のコイルはそれぞれS極，N極が向

き合っているので，たがいに引き合う。イではS極

どうしが向き合っているので反発し合う。

イア

ポイント45 (1)ア (2)イ (3)イ

(1) 電流による磁界と磁石の磁界が重なり合う

と，導線は磁界を強め合う方から弱め合う方に

力を受ける。次の図のように，導線の右奥側で

は2つの磁界が同じ向きになっているので強め

合っており，左手前側では2つの磁界が逆向き

になっているので弱め合っている。したがっ

て，導線は左手前側へ動く。

電流

磁石による

磁界の向き

電流による

磁界の向き

電流による

磁界の向き

磁石による

磁界の向き

電流

電流

(1)イ (2)ア (3)イ

(1)イ (2)ア (3)ア (4)イ

1

2

(1) 導線の左奥側では2つの磁界は強め合って

また，右図の

ように，左手の

親 指，人 さ し

指，中指をたが

いに直角に向け，中指を電流の向き，人さし指

を磁石の磁界の向きに向けるとき，親指のさす

向きに導線が動く（フレミングの左手の法則）。

電流

(1) 導線の右奥側では2つの磁界は弱め合って

おり，左手前側では2つの磁界は強め合って

いるので，導線は右奥側へ動く。

(2) 導線の右奥側では2つの磁界は強め合って

おり，左手前側では2つの磁界は弱め合って

いるので，導線は左手前側へ動く。

(3) 導線の右奥側では2つの磁界は弱め合って

おり，左手前側では2つの磁界は強め合って

いるので，導線は右奥側へ動く。

電流

電流による

磁界の向き

磁石による

磁界の向き

電流による

磁界の向き

磁石による

磁界の向き

電流

電流による

磁界の向き

磁石による

磁界の向き

電流による

磁界の向き

磁石による

磁界の向き

電流

磁石による

磁界の向き

電流による

磁界の向き

電流による

磁界の向き

磁石による

磁界の向き
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(1)イ (2)ア

(1)下向き (2)ア (3)上向き

3

4

(1) 電流はアルミニウムパイプを奥から手前へ

流れている。そのため，アルミニウムパイプの

右側では2つの磁界は弱め合っており，左側

では2つの磁界は強め合っているので，アルミ

ニウムパイプは右側へ動く。

電流

磁石による

磁界の向き

電流による

磁界の向き

電流による

磁界の向き

磁石による

磁界の向き

おり，右手前側では2つの磁界は弱め合って

いるので，導線は右手前側へ動く。

電流

電流による

磁界の向き

磁石による

磁界の向き

電流による

磁界の向き磁石による

磁界の向き

(1) 電流はAからBへ流れている。次の図のよう

にして磁界を調べてみると，ABの部分の上側

では2つの磁界は強め合っており，下側では2

つの磁界は弱め合っているので，ABの部分は

下側へ動く。

A

B

電流

電流による

磁界の向き磁石による

磁界の向き

電流による

磁界の向き
磁石による

磁界の向き

(1)上向き (2)ア

(1) b (2)イ (3)a6

(3) コイルが半回転

すると右図のように

なり，電流がBから

Aへ流れる。したが

って，(1)のときと比

べて，磁石の磁界

の向きは同じで，電流の向きが逆になったの

で，力の向きも逆になる。

A

B

電流

(1) 電流はBからAへ流れている。そこで，電流

による磁界と磁石の磁界を調べてみると，AB

の部分の右奥側では2つの磁界は強め合って

おり，左手前側では2つの磁界は弱め合って

いるので，ABの部分は左手前側へ動く。

(3) コ イルが半

回転すると右

図のように な

り，電流がAか

らBへ流れる。

したがって，(1)

のと きと比べ

て，磁石の磁界の向きは同じで，電流の向き

が逆になったので，力の向きも逆になる。

A

電流

B

5

(1) 電流はAからBへ流れている。次の図のよう

にして磁界を調べてみると，ABの部分の上側

では2つの磁界は弱め合っており，下側では2

つの磁界は強め合っているので，ABの部分は

上側へ動く。

A

B

電流

電流による

磁界の向き
磁石による

磁界の向き

電流による

磁界の向き磁石による

磁界の向き
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(1)イ (2)× (3)イ (4)ア

(1)－

(2)①電磁誘導 ②誘導電流 ③多 ④速

◇◆◇ 実戦演習２ ◇◆◇ （P31）

(1)ア (2)ウ

(1)静電気 (2)①ア ②イ ③エ

ウ

1

2

1

(1) 棒磁石のS極を近づ

けるので，コイルの右

側がS極になるような向

きに電流が流れる。

(2) 磁石を動かさないときには，コイルに電流は

流れない。

(3) 棒磁石のN極を遠ざ

けるので，コイルの右

側がS極になるような向

きに電流が流れる。

(4) 棒磁石のS極を遠ざ

けるので，コイルの右

側がN極になるような

向きに電流が流れる。

(1) コイルを棒磁石のS極に近づけるので，コイ

ルの下側がS極になるような向きに電流が流れ

る。

＋－

ポイント46 ア

棒磁石のN極を近づ

けるので，コイルの右側

がN極になるような向き

に電流が流れる。

2

3

(2) 静電気を帯びたプラスチック板をネオン管に

触れさせると，プラスチック板にたまっていた静

電気がネオン管に流れ，ネオン管が光る。

ウ

(1)イ (2)ウ

(1)①磁界 ②ア (2)エ

(1)東側 (2)ア

(1)①イ ②ウ (2)ウ

(1)ウ (2)ウ→ア→イ

(1)Y (2)ア (3)エ (4)モーター

(1)Q (2)ア (3)ア，ウ

4

5

6

7

8

9

10

11

(1) (2)

(1) 図１のU字形磁石の磁界の

中を流れる電流の向きは，右

図のようである。図２のア～ウ

のうち，「ウ」は磁界の向きと磁

界の中を流れる電流の向きがどちらも図１とは

逆になっているので，コイルの動く向きは図１と

同じになる。

(2) コイルの動きを大きくするには，コイルに流

れる電流を大きくすればよい。電流を大きくす

るには，抵抗を小さくすればよい。「イ」は抵抗

器2つを直列につないでいるので，全体の抵

抗は「ア」よりも大きい。また，「ウ」は抵抗器2つ

を並列につないでいるので，全体の抵抗は

「ア」よりも小さい。

ア イ ウ

(3) 抵抗器2つを直列につなぐと，全体の抵抗

は抵抗器1つの抵抗よりも大きくなり，流れる電

流が小さくなるため，F 2はF 1より小さい。また，

抵抗器2つを並列につなぐと，全体の抵抗は

抵抗器1つの抵抗よりも小さくなり，流れる電流

が大きくなるため，F 3はF 1より大きい。

見本
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イ

(1)ウ (2)①ア ②ア

(1)誘導電流 (2)イ (3)①速く ②多く

ウ，エ

ウ

12

13

14

15

16

最初の状態で，電流がBからAの向きに流れる

ときには左向きの力が，電流がDからCの向きに

流れるときには右向きの力を受ける。コイルが135

度回転すると，最初の状態とは逆に，電流はAか

らBの向きとCからDの向きに流れるので，磁界か

ら受ける力の向きもそれぞれ逆になる。。

(1) 右上図のように，

コイルのAからBの

向きに電流が流れ

て矢印の向きに力

を受けたとする。両

端のエナメル線の

エナメルをはがした

場合は，右上図の

状態から 180度回

転して右下図の状

態になっても，電流がAからBの向きに流れ続

けるので，右上図と同じ向きの力を受けてしま

い，コイルモーターの回る向きが変わる。ところ

が，一方の端の下半分のエナメルをはがして

おくと，右上図の状態から90度回転したとき

に，コイルに電流が流れなくなるために磁界か

ら力を受けず，それまでの勢いで同じ向きに回

転を続ける。そして，そこから180度回転すると

再び右上図の状態になって，力を受ける。

針金

力の向き
A

B

A
B

針金

力の向き

コイルの上から棒磁石のN極を近づけたので，

コイルには，コイルの上部がN極になる向きの誘

導電流が流れる。よって，同じように，棒磁石のN

極を近づけたもの（エ）か，棒磁石のS極を遠ざけ

たもの（ウ）を選ぶ。

棒磁石のN極がコイルの上から近づいてくると

きには，コイルの上側がN極になるような向きに誘

導電流が流れ，棒磁石のS極がコイルの下から遠

ざかっていくときには，コイルの下側がN極になる

ア

イ，ウ

17

18

コイルの右側で磁石のS極を近づけると，コイ

ルの右側がS極になる向きに誘導電流が流れ，

発光ダイオードが光る。発光ダイオードが光るた

めには，コイルの右側がS極になる向きの誘導電

流でなければいけない。

コイルに棒磁石のN

極を近づけると，コイル

の上側がN極になる向き

に誘導電流が流れる。

選択肢のアとウは，コ

イルに棒磁石のS極を近

づけているので，下左図

のように，コイルの上側がS極になる向きに誘導

電流が流れる。このうち，誘導電流が発光ダイオ

ードの長い足の端子に流れているのは「ウ」であ

る。また，選択肢のイとエは，コイルから棒磁石の

S極を遠ざけているので，下右図のように，コイル

の上側がN極になる向きに誘導電流が流れる。こ

のうち，誘導電流が発光ダイオードの長い足の端

子に流れているのは「イ」である。

棒
磁
石

コ
イ
ル

発光

ダイオード

誘導電流

棒
磁
石

コ
イ
ル

発光

ダイオード
N

誘導電流

S

棒
磁
石

コ
イ
ル

発光

ダイオード
N

誘導電流

ような向きに誘導電流が流れる。このように，棒磁

石がコイルに入ってくるときと出ていくときとでは，

誘導電流が流れる向きが変わる。

棒磁石

コイル

見本
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◆◇◆ ポイント演習 ◆◇◆ （P40）

(1)銀 (2)酸素

(1)白くにごる (2)①塩化コバルト紙 ②赤

(3)炭酸ナトリウム (4)ア，ウ，オ (5)エ (6)分解

(7)発生した水が加熱されている部分に流れると，

試験管が割れてしまうから。

(1)水に電流が流れるようにするため。

(2)A…酸素 B…水素 (3)1：2

①水 ②水素 ③1

①酸化マグネシウム ②マグネシウム ③1

①O2 ②H2 ③H2O ④CO2 ⑤Cu ⑥CuO

①Cl2 ②N2 ③HCl ④Ag2O ⑤FeS ⑥NH3

1

2

3

1

2

3

4

ポイント47 (1)加熱してできた液体が試験管の底の

方に流れると，試験管が割れることが

あるため。

(2)塩化コバルト紙 (3)白くにごる。

(4)炭酸ナトリウム (5)イ

(1) 加熱されて熱くなった部分に冷えた水が流

れ込んでくると，急激な温度変化によって，試

験管が割れることがある。

(3) 炭酸水素ナトリウムを加熱すると，二酸化炭

素が発生する。

(5) どちらも水に溶けてアルカリ性を示すが，炭

酸ナトリウムの方が水に溶けやすく，アルカリ性

が強い。

試験管
水

冷却による

収縮

加熱による

膨張

ポイント48 ①H2 ②原子 ③分子

(1) 炭酸水素ナトリウムを加熱すると，二酸化炭

素が発生する。

(5) 炭酸水素ナトリウムは，水と二酸化炭素と炭

酸ナトリウムの3種類の物質に分解する。

６．化学変化と原子，分子
P40～69

(1)酸化 (2)酸化物 (3)燃焼 (4)さび

(1)化合

(2)①酸化鉄 ②酸化マグネシウム ③硫化鉄

④硫化銅

(1)ウ (2)酸素 (3)酸化鉄

(1)イ (2)酸化マグネシウム

(1)ア (2)酸素 (3)酸化銅

(1)硫化鉄 (2)B (3)硫化水素

(1)硫化銅 (2)エ (3)化合

2

3

6

7

ポイント49 (1)①酸化銅 ②酸素 ③酸化

(2)①化合 ②硫化鉄 ③イ

④加熱後の物質…イ

加熱していない物質…ア

(2)④ 加熱後の物質に塩酸を加えると，塩酸は

硫化鉄と反応して硫化水素を発生する。加熱

前の物質に塩酸を加えると，塩酸は鉄と反応

して水素を発生する。

(2)(3) 試験管B内の硫化鉄が塩酸と反応して，

硫化水素を発生する。

(2) 硫化銅は，銅や硫黄とは違う，まったく別の

物質である。

1

4

5

ポイント50 (1)白くにごる。 (2)イ

(3)ガラス管を石灰水からはずす。

(2) 酸化銅と木炭（炭素）の混合物を加熱する

と，酸化銅は還元されて銅になり，木炭（炭素）

は酸化されて二酸化炭素になる。

(3) ガラス管を石灰水の中に入れたまま加熱を

やめると，加熱していた試験管が冷えて中の

空気が収縮し，試験管内の気圧が下がる。そ

のため，石灰水が逆流し，加熱していた試験

管が割れるおそれがある。

試験管

石灰水

急に冷えるので

すぐに収縮する

急に冷えないので

ゆっ く り収縮する

内側…

外側…

見本
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(1)石灰水 (2)ア

(3)①還元 ②酸化 ③銅 ④二酸化炭素

(4)試験管Aの液体が逆流して加熱部分に流れる

と，試験管Bが割れてしまうから。

①還元 ②鉄 ③酸化 ④二酸化炭素

(1)二酸化炭素 (2)還元

(3)ガラス管を石灰水からはずす。 (4)水

①還元 ②銅 ③酸化 ④水

ウ

(1)化学変化 (2)①A，D，F ②C

図１…2H2 図２…4O2 図３…3H2O

ウ

(1)5個 (2)10個

(1)3個 (2)水素原子…6個 酸素原子…3個

(1)2N2 (2)5

(1)2 (2)2個

1

2

3

4

5

6

ポイント52 (1)イ (2)①2 ②× ③2

(1) 水素原子Hが2個結びついた水素分子H2

が，3個ある。

1

2

3

4

(1) 二酸化炭素ができることを確かめるために，

試験管Aには石灰水を入れておく。

ポイント51 (1)①単体 ②化合物 (2)①A ②ア

1

2

携帯カイロは，鉄が酸素と化合して「鉄さび（酸

化鉄）」ができるときに出す熱を利用している。こ

のとき，空気中の酸素を吸着させるはたらきがあ

る活性炭で酸素を集め，食塩は鉄がさびるのを

早める。

(2) 空気は，窒素や酸素などの気体からなる混

合物。酸化銀，水，硫化鉄は化合物。

(3) 石灰水が逆流し，加熱していた試験管が割

れるのをふせぐための操作。

(4) 水素が酸化されて水ができる。

図１は水素分子H2が2個，図２は酸素分子O2

が4個，図３は水分子H2Oが3個ある。

(1)①2 ②4 ③× (2)①2 ②2 ③×

(3)①2 ②× ③2 (4)①2 ②× ③2

(5)①× ②× ③×

(6)①2 ②× ③2 ④×

(7)①× ②× ③× ④×

ウ

7

ポイント53 (1)①ウ ②イ

(2)①

②4.0g

(1)① 発生した二酸化炭素は容器の外に出て

いかないので，質量は変わらない。

② 発生した二酸化炭素が容器の外に出て

いくので，質量は減る。

(2)① 反応後の質量と反応前の質量の差が，発

生した二酸化炭素の質量になる。

② ①のグラフより，石灰石の質量が4.0gのと

きに発生した二酸化炭素の質量が最大値

になり，石灰石をそれ以上増やしても，発生

した二酸化炭素の質量は増えていない。よ

って，うすい塩酸30cm3
に過不足なく反応す

る石灰石は4.0gである。

発
生
し
た
二
酸
化
炭
素
の
質
量
（g）

0 1.0 2.0 3.0 4 .0 5.0

石灰石の質量 （g）

1.5

1.0

0

0.5

1

硫酸と水酸化バリウム水溶液を混ぜ合わせると

硫酸バリウムの沈殿ができるので，反応後の物質

はすべてビーカー内に残る。したがって，混ぜ合

わせた後の質量は，混ぜ合わせる前の質量と変

わらない。

反応後の物質はすべてビーカー内に残る

見本
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(1)二酸化炭素

(2)

(3)3.0g

(1)2.0g (2)5cm3

(1)3.00g (2)2.00g (3)0.20g (4)4 ： 1

3

1

(1) 石灰石の質量が2.0gまでは，発生した二酸

化炭素の質量は増えているが，石灰石の質量

が2.0gよりも多くなると，発生した二酸化炭素の

質量は1.0gのまま変わってない。

(2) うすい塩酸10cm 3
に石灰石3.0gを加えると，

石灰石は2.0gがとけて，1.0gがとけ残る。したが

って，石灰石1.0gをとかすのに必要なうすい塩

酸の体積x cm3
は，

1.0（g）：x （cm3）＝2.0（g）：10（cm3）

x （cm3）＝5（cm3）

(1) 表より，銅の質量と得られる酸化銅の質量の

比は 4 ： 5であることがわかるので，2.40gの銅

から得られる酸化銅の質量x （g）は，

2.40（g）： x（g）＝4 ： 5

x（g）＝3.00（g）

ポイント54 (1)2.5g (2)0.3g (3)4 ： 1

(1) グラフより，銅の質量と得られる酸化銅の質

量の比は4 ： 5であることがわかるので，2.0gの

銅から得られる酸化銅の質量 x（g）は，

2.0（g）： x（g）＝4 ： 5

x（g）＝2.5 （g）

(2) 1.2gの銅からできる酸化銅の質量 x（g）は，

1.2（g）： x（g）＝4 ： 5

x（g）＝1.5（g）

よって，化合する酸素の質量は

1.5（g）－1.2（g）＝0.3（g）

2

発
生
し
た
気
体
の
質
量
（g ）

0 1.0 2.0 3.0 4 .0 5.0

石灰石の質量 （g）

1.5

1.0

0

0.5

(1)2.00g (2)0.60g (3) 3 ： 2

(1) 4 ： 1 (2)①1.0g ②4.0g ③1.0g

(1)3 ： 2 (2)①1.0g ②1.5g ③2.5g

3

4

(2) 銅5.0gを空気中で加熱した後の質量が6.0g

なので，増加した1.0gは化合した酸素の質量

である。銅と酸素は，4 ： 1の質量比で反応す

るので，反応した銅の質量x （g）は，

x （g）： 1.0（g）＝4 ： 1

x（g）＝4.0（g）

銅5.0gのうち，4.0gが反応したので，反応せず

に残っている銅の質量は，

5.0（g）－4.0（g）＝1.0（g）

反応し

ない銅

反応す

る銅
酸素 酸化銅

反応し

ない銅
＋と と

1.0g 4.0g 1.0g 5.0g 1.0g

5.0g 6.0g

④ ① ⑤： ：

(2) マグネシウム4.0gを空気中で加熱した後の

質量が5.0gなので，増加した1.0gは化合した酸

2

(1) 表より，マグネシウムの質量と得られる酸化

マグネシウムの質量の比は3 ： 5であることがわ

かるので，1.20gのマグネシウムから得られる酸

化マグネシウムの質量 x（g）は，

1.20（g）： x （g）＝3 ： 5

x（g）＝2.00（g）

(2) 0.90gのマグネシウムから得られる酸化マグ

ネシウムの質量 y（g）は，

0.90（g）： y（g）＝3 ：5

y（g）＝1.50（g）

よって，化合する酸素の質量は

1.50（g）－0.90（g）＝0.60（g）

(2) 2.50gの酸化銅を得るために必要な銅の質

量y（g）は，

y（g）：2.50（g）＝4 ：5

y（g）＝2.00（g）

(3) 0.80gの銅から得られる酸化銅の質量 z （g）

は，

0.80（g）： z （g）＝4 ： 5

z （g）＝1.00（g）

よって，結びつく酸素の質量は

1.00（g）－0.80（g）＝0.20（g）

見本
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(1)3回 (2)1.2g

◇◆◇ 実戦演習 ◇◆◇ （P55）

(1)ウ (2)エ (3)化学変化…分解 記号…ア

(1)水が逆流し，加熱していた試験管が割れるの

を防ぐため。

(2)エ (3)CO2 (4)イ (5)①ア ②イ

5

(1) 銅が完全に反応すると，質量はそれ以上変

化しなくなる。

(2) 銅3.6gを空気中で加熱した後の質量が4.2g

なので，増加した0.6gは化合した酸素の質量

である。また，グラフより1.0gの銅が1.25gの酸

化銅になったので，銅と酸素は4 ： 1の質量比

で反応することがわかる。したがって，反応した

銅の質量x （g）は，

x（g）： 0.6（g）＝4 ： 1

x（g）＝2.4（g）

銅3.6gのうち，2.4gが反応したので，反応せず

に残っている銅の質量は，

3.6（g）－2.4（g）＝1.2（g）

反応し

ない銅

反応す

る銅
酸素 酸化銅

反応し

ない銅
＋と と

1.2g 2.4g 0.6g 3.0g 1.2g

3.6g 4.2g

④ ① ⑤： ：

1

2

素の質量である。マグネシウムと酸素は，3 ： 2

の質量比で反応するので，反応したマグネシ

ウムの質量x （g）は，

x（g）： 1.0（g）＝3 ：2

x（g）＝1.5（g）

マグネシウム4.0gのうち，1.5gが反応したので，

反応せずに残っているマグネシウムの質量

は，

4.0（g）－1.5（g）＝ 2.5（g）

と ＋ と

③ ② ⑤： ：

2.5g 1.5g 1.0g 2.5g 2.5g

4.0g 5.0g

(1) ガラス管の先を水の中から取り出す前に加

熱をやめると，試験管Aが冷えて，中の空気が

収縮し，水そうの水が逆流する。

(1)水に電流が流れるようにするため。

(2)ア (3)水だけが減っていくため。

(4)

(5)物質名…酸素 記号…イ

(1)Fe＋S→FeS

(2)鉄と硫黄が化合するときに熱を発生するため。

(3)イ (4)試験管A…イ 試験管B…ア

(1)酸素 (2)ウ

(1)5 (2)1種類の原子だけからできている物質。

3

4

5

6

(4) 試験管Aにできた硫化鉄は塩酸と反応し，

硫化水素を発生する。試験管Bにある鉄は塩

酸と反応し，水素を発生する。硫化水素は卵

が腐ったようなにおいがするが，水素は無臭で

ある。

(1) 「2Ag2O→4Ag＋O2」の化学反応式で，反応

前の「2Ag2O」は，銀原子（Ag）4個を含む。よっ

て，銀原子4個を含む酸化銀から1個の酸素分

子（O2）ができることになる。

(2) 下線部Ⅱの物質は水である。

(5) フェノールフタレイン液をアルカリ性の液体

に加えると赤色に変化するが，炭酸水素ナトリ

ウムは弱いアルカリ性なのでうすい赤色に，試

験管Aに残った白い固体（炭酸ナトリウム）は強

いアルカリ性なので濃い赤色になる。

(4) 水を電気分解すると，水素と酸素は2 ： 1

の体積比で発生する。よって，管Cの中に

水素が 2.0cm3
集まるまで電流を流すと，管D

の中には酸素が1.0cm3
集まる。図２では，酸

素3.0cm3
を●●3つで表しているので，酸素

1.0cm3
は●●1つで表すことができる。

(5) 【実験１】を行った後の管 Cには ，水素

2.0cm3
と酸素3.0cm3

がある。水素と酸素は 2

： 1の体積比で反応するので，水素2.0cm3
に

対して，酸素1.0cm3
が反応する。

(1) 鉄粉が空気中の酸素と化合して酸化鉄にな

るときに，熱を発生する。
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(1)名称…酸化銅 色…黒色 (2)0.8g

(1)ア，イ

(2)化学反応式…2Cu＋O2→2CuO

酸素分子…50個

(3)1.8g (4)ウ，エ

(1)2Mg＋O2→2MgO (2)0.6g

7

8

(2) マグネシウム1.8gを空気中で加熱した後の

質量が2.6gなので，増加した0.8gは化合した酸

素の質量である。また，表より0.6gのマグネシウ

9

(2) 25.0gあったステンレス皿全体の質量が，加

熱後に25.2gになったので，増加した0.2gは化

合した酸素の質量である。よって，反応した銅

の質量x （g）は，

x（g）： 0.2（g）＝4 ： 1

x（g）＝0.8（g）

反応す

る銅
酸素 酸化銅＋と と

24.2g 0.8g 0.2g 1.0g 24.2g

④ ① ⑤： ：

その他 その他

25.0g 25.2g

(2) 化学反応式より，銅原子（Cu）2個に対して

酸素分子（O2）1個が反応する。

(3) 銅5.0gを空気中で加熱した後の質量が5.8g

なので，増加した0.8gは化合した酸素の質量

である。また，グラフより2.0gの銅が2.5gの酸化

銅になったので，銅と酸素は4 ： 1の質量比で

反応することがわかる。したがって，反応した

銅の質量x （g）は，

x（g）： 0.8（g）＝4 ： 1

x（g）＝3.2（g）

銅5.0gのうち，3.2gが反応したので，反応せず

に残っている銅の質量は，

5.0（g）－3.2（g）＝1.8（g）

(4) ウとエの金属はそれぞれ酸化して，質量が

大きくなる。イの炭素も酸化するが，二酸化炭

素になるので，ステンレス皿上から出て行き，

質量は小さくなる。

反応し

ない銅

反応す

る銅
酸素 酸化銅

反応し

ない銅
＋と と

1.8g 3.2g 0.8g 4.0g 1.8g

5.0g 5.8g

④ ① ⑤： ：

(1)①ウ ② または，

(2)1.6g

10

ムが1.0gの酸化マグネシウムになったので，マ

グネシウムと酸素は 3 ： 2の質量比で反応する

ことがわかる。したがって，反応したマグネシウ

ムの質量x （g）は，

x （g）： 0.8（g）＝3 ： 2

x（g）＝1.2（g）

マグネシウム1.8gのうち，1.2gが反応したので，

反応せずに残っているマグネシウムの質量

は，

1.8（g）－1.2（g）＝0.6（g）

と ＋ と

③ ② ⑤： ：

0.6g 1.2g 2.0g 0.6g

1.8g

0.8g

2.6g

(1) マグネシウムと酸素が反応するときの化学反

応式は，「2Mg＋O2→2MgO」である。これは，

マグネシウム原子（●）2個と酸素分子（○○）1

個が反応して酸化マグネシウム（●○）が2個で

きることを表している。図３は，マグネシウム原

子が4個あるので，反応する酸素分子は2個，

生成する酸化マグネシウムが4個になる。

(2) マグネシウムと酸化マグネシウムの混合物

2.5gを空気中で加熱した後の質量が3.1gなの

で，増加した0.6gはマグネシウムと化合した酸

素の質量である。グラフより，マグネシウムと酸

素は3 ： 2の質量比で反応することがわかるの

で，混合物に含まれていたマグネシウムの質

量x（g）は，

x （g）： 0.6（g）＝3 ： 2

x（g）＝0.9（g）

よって，最初の混合物2.5gに含まれていた酸

化マグネシウムの質量は，

2.5（g）－0.9（g）＝1.6（g）

と ＋ と

③ ② ⑤： ：

1.6g 0.9g 1.5g 1.6g

2.5g

0.6g

3.1g
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(1)1.20g

(2)石灰水が逆流し，加熱していた試験管が割れ

るのを防ぐため。

(3)イ (4)0.30g

(1)1.50g (2)イ (3)酸化銅，銅

(4)酸化銅はすべて反応し，炭素の一部が反応せ

ずに試験管Aに残ったから。

12

11

(1) 4.00gの銅を空気中で加熱した後の質量が

4.70gなので，増加した0.70gは化合した酸素

の質量である。グラフより，銅と酸素は 4 ： 1の

質量比で反応することがわかるので，反応した

銅の質量x （g）は，

x（g）： 0.70（g）＝4 ： 1

x（g）＝2.80（g）

銅4.00gのうち，2.80gが反応したので，反応せ

ずに残っている銅の質量は，

4.00（g）－2.80（g）＝1.20（g）

(3) 酸化銅が炭素によって銅に還元されるとき

の化学変化を化学反応式で表すと，「2CuO＋

C→2Cu＋CO2」になる。

(4) 酸化銅4.00gと炭素0.50gを混ぜたものを加

熱すると，3.40gになった。この3.40gの中には，

酸化銅が還元されてできた銅と，酸化されなか

った炭素が含まれている。グラフより，銅と酸化

銅は4 ： 5の質量比で反応することがわかるの

で，酸化銅4.00gを還元して得られる銅の質量

x（g）は，

x（g）： 4.00（g）＝4 ： 5

x（g）＝3.20（g）

よって，酸化されずに残った炭素の質量は，

3.40（g）－3.20（g）＝0.20（g）

したがって，酸化された炭素の質量は，

0.50（g）－0.20（g）＝0.30（g）

反応し

ない銅

反応す

る銅
酸素 酸化銅

反応し

ない銅
＋と と

1.20g 2.80g 3.50g 1.20g

④ ① ⑤： ：

4.00g

0.70g

4.70g

④⑤ ：

と ととと

0.20g 0.30g

0.50g

4.00g

3.40g

1.10g3.20g 0.20g

(1)3.0g (2)0.8g

(1)0.88g (2)反応に必要な塩酸がなくなるから。

(1)法則…質量保存の法則 記号…エ

(2)化学式…CO2 記号…イ (3)0.66 (4)95.34g

13

14

15

(2) 塩酸30cm3
にとける石灰石の質量は，最大

で3.0gなので，石灰石5.0gに塩酸30cm3を入れ

ると，石灰石2.0gがとけずに残る。そこに塩酸

30cm3
をさらに入れると，とけ残った石灰石2.0g

はすべてとける。このとき発生する気体の質量

は，グラフより，0.8gであることがわかる。

(2) アは水素，ウは水素と酸素，エは酸素がそ

れぞれ発生する。

(3) うすい塩酸50cm3
を入れた容器全体の質量

が91.00gで，そこへ石灰石1.50gを入れると，反

応後の容器全体の質量が91.84gになったのだ

から，発生した気体の質量は，

91.00（g）＋1.50（g）－91.84（g）＝0.66（g）

(1) 1.60gの銅の加熱後の質量が1.90gなので，

増加した0.30gは化合した酸素の質量である。

表より，生じた酸化銅と化合した酸素は5 ： 1の

質量比になることがわかるので，生じた酸化銅

の質量x （g）は，

x （g）： 0.30（g）＝5 ： 1

x （g）＝1.50（g）

(3) 図３のグラフで，加えた炭素の質量が0.15g

のとき，試験管Aに残った固体の質量が最も小

さくなっているので，このときに過不足なく反応

したことになる。よって，加えた炭素の質量が

0.12gのときは，酸化銅の還元によって生じた

銅と，まだ還元されていない酸化銅が残ってい

る。

反応し

ない銅

反応す

る銅
酸素 酸化銅

反応し

ない銅
＋と と

0.40g 1.20g 1.50g 0.40g

④ ① ⑤： ：

1.60g

0.30g

1.90g

(1) 表より，うすい塩酸10.00gに石灰石2.00gを

加えると，反応後のビーカー内の物質の質量

が11.12gになっている。このとき，減少した質

量が，発生した二酸化炭素の質量である。
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(1)①2 ②CO2 (2)エ (3)1.4g

(1)6.0g (2)ウ (3)5.0cm3

(4)5.0gのとき…2.5g 8.0gのとき…3.0g

17

16

(3) 塩酸20.0cm3
と過不足なく反応する石灰石の

質量は6.0gなので，7.5gの石灰石を加えたとき

には，1.5gの石灰石がとけずに残る。よって，と

け残った1.5gの石灰石をとかすのに必要な塩

酸の体積x （cm3）は，

x（cm3）： 1.5（g）＝20.0（cm3）： 6.0（g）

x（cm 3）＝5.0（cm3）

(4) 塩酸20.0cm 3を入れて全体の質量が128.0g

になったビーカーに石灰石5.0gを加えると，気

体が発生した後の質量は，グラフより130.5gで

ある。よって，発生した気体の質量は，

128.0（g）＋5.0（g）－130.5（g）＝2.5（g）

同様に，石灰石8.0gを加えたとき，気体が発生

した後の質量は133.0gなので，発生した気体

の質量は，

128.0（g）＋8.0（g）－133.0（g）＝3.0（g）

(2) 図３より，うすい塩酸50mLと過不足なく反応

する石灰石の質量は1.5gで，そのとき発生する

気体の質量（反応前後の質量の差）は0.6gで

あることがわかる。よって，うすい塩酸100mLと

過不足なく反応する石灰石の質量は3.0gであ

り，そのとき発生する気体の質量（反応前後の

質量の差）は1.2gである。

(3) うすい塩酸50mLと過不足なく反応する石灰

石の質量は1.5gなので，同じ濃さの塩酸20mL

と反応する石灰石の質量x （g）は，

20（mL）： x（g）＝50（mL）： 1.5（g）

x （g）＝0.6（g）

よって，反応せずに残る石灰石の質量は，

2.0（g）－0.6（g）＝1.4（g）

(4) 表より，うすい塩酸50cm3
と過不足なく反応

する石灰石の質量は1.50gで，そのとき発生し

た気体の質量は0.66gであることがわかる。よっ

て，加える石灰石の質量が5.00gのときも，発

生した気体の質量は0.66gなので，反応後の

容器全体の質量は，

91.00（g）＋5.00（g）－0.66（g）＝95.34（g）

(1)ウ (2)イ

(1)イ，カ (2)1.26 (3)イ

18

19

(3) 下図のように，横軸に加えた炭酸水素ナトリ

ウムの質量，縦軸に炭酸水素ナトリウムを加え

る前後の質量の差（発生した二酸化炭素の質

量）をとったグラフをかくと，過不足なく反応す

る炭酸水素ナトリウムの質量の範囲がわかる。

発
生
し
た
二
酸
化
炭
素
の
質
量
（g） 0 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

炭酸水素ナトリウムの質量 （g）

1.50

1.00

0

0.50

(2) 反応後のふたを開ける前の容器全体の質

量と，反応後のふたを開けた後の容器全体の

質量の差は，発生した気体（二酸化炭素）の質

量になる。下の表のように，各容器で発生する

気体の質量を求めると，容器 d～ fでは，発生

する気体の質量は最大値になっているので，

使用したうすい塩酸20cm 3
がすべて反応して

おり，炭酸水素ナトリウムの一部がとけ残って

いる。一方，容器 a～cでは，使用したうすい

塩酸20cm3の一部が反応せずに残っており，

炭酸水素ナトリウムはすべて反応した。

容器 a b c d e f

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

0.52 0.78 1.04 1.14 1.14 1.14

炭酸水素ナトリ
ウムの質量（g）

発生する気
体の質量（g）
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◆◇◆ ポイント演習１ ◆◇◆ （P70）

①C，液胞 ②F，核 ③D，葉緑体

(1)D，E，F

(2)A…細胞膜 B…核 C…細胞質 D…液胞

E…葉緑体 F…細胞壁

◇◆◇ 実戦演習１ ◇◆◇ （P71）

①葉緑体 ②核

(1)葉緑体 (2)核

(3)植物の細胞には細胞壁があるから。

イ

◆◇◆ ポイント演習２ ◆◇◆ （P72）

(1)A…胃液 B…デンプン C…脂肪

D…タンパク質

(2)B，D (3)胆汁

①F，すい臓 ②E，胃 ③A，だ液せん

1

ポイント56 (1)A…だ液せん B…肝臓

C…たんのう D…小腸 E…大腸

F…胃 G…すい臓

(2)アミラーゼ

(3)デンプン…ブドウ糖

タンパク質…アミノ酸

(4)①柔毛 ②D

③表面積を広くして，より多くの養分を

吸収できる。

(5)①ベネジクト液 ②加熱 ③赤褐

(1) 5種類の消化液のうち，表にないのが胃液。

また，Bはだ液で消化されるのでデンプン，Dは

Aの胃液で消化されるのでタンパク質である。

ポイント55 (1)A…液胞 B…細胞質 C…葉緑体

D…細胞壁 E…細胞膜 F…核

(2)A，C，D

(3)染色液…酢酸オルセイン液（酢酸カー

ミン液）

染まる部分…F 色…赤色

1

2

1

2

2

3

７．動物の生活と種類
P70～109

④G，小腸 ⑤B，肝臓

(1)A (2)アミノ酸 (3)①柔毛 ②E

(1)A…ウ B…イ C…ア D…ウ

(2)だ液がはたらきやすい温度だから。

(1)B，C，D (2)①加熱する。 ②A

(1)イ (2)ブドウ糖の粒

B

4

5

6

7

ポイント57 (1)A…肺 B…肝臓 C…小腸

H…左心室 a…肺動脈 b…肺静脈

c…大静脈 d…大動脈

(2)B (3)b (4)e (5) f

(3) Aの肺で取り入れられた酸素は bの肺静脈

を通るので，酸素を最も多く含んでいる。

(4) Cの小腸で吸収された養分は，eの血管を

通る。

(5) 尿素などの不要物は，Dのじん臓でこしとら

れるので，fの血管を流れる血液中には不要

物は少ない。

(1) AとBは，だ液のはたらきによってデンプンが

糖に分解される。したがって，ヨウ素液を加え

ても変化しないが，ベネジクト液を加えて加熱

すると赤褐色の沈殿ができる。また，CとDはデ

ンプンがあるので，ヨウ素液を加えると青紫色

に変化するが，ベネジクト液では変化しない。

Aは，デンプンにだ液を加えて40℃に保ってい

るので，だ液のはたらきでデンプンが糖に変化し

ている。

(1) ブドウ糖の分子はセロハンの小さな穴を通り

ぬけるが，デンプンは通りぬけることはできな

い。

Bでは，だ液のはたらきによってデンプンが糖

に分解される。糖はセロハンの小さな穴を通りぬ

けるので，ビーカーの中の湯には，糖がとけてい

る。

3

(1) デンプンを最初に消化するのはだ液で，A

はだ液せんである。
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(1)A…肺 B…肝臓 C…小腸 (2)e (3)a

(4)①肺循環 ②体循環 (5)b，d，f，h

(1)イ (2)b (3)A (4)G

(1)エ，左心室

(2)A…大静脈 B…肺動脈 C…大動脈

D…肺静脈

(3) b (4)弁，血液の逆流を防ぐ。 (5)静脈

(1)A…じん臓 B…輸尿管 C…ぼうこう

(2)①アンモニア ②尿素

(1)A…赤血球 B…血小板 C…白血球

(2)血しょう (3)A…ア B…ウ C…イ

1

2

3

4

1

ポイント58 (1)①D，白血球 ②C，赤血球

③B，血小板 ④A，血しょう

(2)組織液

(3) 二酸化炭素を多く含む血液を静脈血という。

肺で血液中に取り入れられた酸素は，やが

て，肝臓，小腸，じん臓などのからだの各部へ

運ばれると，酸素はそれらの器官がはたらくた

めに使われ，二酸化炭素を生じる。そしてその

二酸化炭素がFやGの血管を通り，C→ア→ウ

→Aと運ばれて，肺から放出される。

(4) 尿素などの不要物はじん臓でこしとられるの

で，Gの血管を流れる血液中には少ない。

(1) エの左心室はCの大動脈とつながっており，

血液を全身に送り出すため，筋肉でできた壁

が最も厚くなっている。

(4) 弁があるのは静脈。

(2) Cの小腸で吸収された養分は，eの血管を

通る。

(3) からだの各部で，器官や筋肉がはたらいた

結果生じた二酸化炭素は，最終的に，aの血

管を通ってAの肺に運ばれ，からだの外に放

出される。

(5) 酸素を多く含む血液を動脈血という。Aの肺

で血液中に取り入れられた酸素は，b→イ→エ

と移動し， d， f ，hを通る。その後，B，C，じん

臓などのからだの各部へ運ばれると，酸素は

それらの器官がはたらくために使われ，血液中

の酸素は減少する。

(1)A…エ B…ウ C…ア (2)組織液

(3)ヘモグロビン

(1)毛細血管 (2)B…酸素 C…二酸化炭素

(3)表面積を広くし，効率よくガス交換ができる。

①イ ②ア ③ア

(1)ふくらむ。

(2)ガラス管…気管（支） ゴム風船…肺

ゴム膜…横隔膜

◇◆◇ 実戦演習２ ◇◆◇ （P79）

(1)胆のう (2)名称…肝臓 記号…A

(1)ウ，エ (2)アミノ酸

(3)①柔毛 ②表面積が増えるから。

(1)ウ (2)①イ ②オ

(3)名称…アミラーゼ 記号…エ

2

1

2

1

ポイント59 (1)肺胞

(2)表面積を広くし，効率よくガス交換が

できる。

(2) 肺胞の表面には毛細血管が網の目のように

とりまいている。したがって，表面積が広くなる

と，より多くの酸素を吸収でき，より多くの二酸

化炭素を放出できる。

(1) Aは血しょうによってからだの細胞に運ばれ

るものなので栄養分，Bは赤血球によって運ば

れるものなので酸素，Cは細胞から血しょうにも

どされるものなので，二酸化炭素や不要物で

ある。

(2) Bは肺胞からAの毛細血管に吸収される気

体，Cは毛細血管から肺胞へ放出される気体。

3

(1) 糸を下に引くと，ガラスびん内の容積が増え

て気圧が下がるため，ガラス管を通ってゴム風

船に空気が入ってくる。

2

3

(2) デンプンの有無を調べる薬品はヨウ素液，

糖の有無を調べる薬品はベネジクト液である。

(1) 胆汁は，すい液が脂肪を消化しやすいよう

に，脂肪を小さな粒にするはたらきがある。

見本
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(1)加熱する。 (2)試験管…B 結果…イ

(3)①イ ②イ

(1)イ (2)アミラーゼ

エ

(1)デンプンのりの変化が，だ液のはたらきによる

ものであることを確かめるため。

(2)だ液がはたらきやすい温度だから。

(3)デンプンを糖に分解するはたらき。

(4) b→a→ c

①イ ②ア ③ア ④イ

(1)エ (2)イ (3)a…ア b…エ c…ウ d…イ

4

5

7

8

9

6

(1) 「デンプンはだ液を加えることによって分解

が進む」ことを確かめるのだから，デンプンに，

だ液を加えたものとだ液を加えないもので実験

する。

(1) ある条件（材料）の影響を明らかにするため

に行う比較実験を対照実験という。対照実験

の目的を問う記述問題では，問題文より，「変

化したもの」と「対照実験で変化させた条件（使

われなかった材料）」の2つを読み取って，次の

ようにまとめる。

問題では，「変化したもの」は「デンプンの

り」，「対照実験（試験管X）で変化させた条件

（使われなかった材料）」は「だ液」である。

変化したもの の変化が 対照実験で変

化させた条件（使われなかった材料） のは

たらきによるものであることを確かめるため。

(1) 右心室から送り出された血液は，肺動脈を

通って肺へ送られる。肺動脈を流れる血液は，

からだの各部の細胞のはたらきによって生じた

二酸化炭素を多く含んでおり，その二酸化炭

素を肺から体外へ排出している。この，二酸化

(2) 試験管Aには，デンプンのりとだ液が入って

いるので，「だ液のはたらきによってデンプンは

糖に分解された」ことを確かめる対照実験は，

試験管Aからだ液をなくしたものを用意する。

④ 血管Bは大動脈，血管Cは大静脈である。

(1)肺 (2)イ (3)ア，ウ (4)ウ (5)g

(6)①ア ②血しょう

(1)①記号…B 名称…右心室

②記号…D 名称…左心房

(2)①肝臓 ②じん臓

(1)ア，ウ (2)ア

記号…ア

理由…じん臓で，血液に含まれる尿素が取り除か

れるため。

①赤血球 ②イ ③ア

(1)名称…ヘモグロビン 記号…エ (2) c

(1)組織液 (2)A…オ B…ア C…キ D…イ

(1)表面積が大きくなるから。

(2)①毛細 ②組織

(1)エ (2)気管 (3)表面積が大きくなるから。

13

14

15

16

17

18

10

11

12

(2) 静脈は，心臓にもどってくる血液が流れる血

管である。

炭素を多く含む血液を，静脈血という。

(3) Aは肺，Bは小腸，Cはじん臓である。物質a

はAの肺を流れると増えるので酸素，物質bは

Cのじん臓を流れると減るので不要な物質，物

質cはBの小腸を流れると増えるので養分，物

質 dはAの肺を流れると減るので二酸化炭素

である。

(3) アミノ酸とブドウ糖は，小腸の柔毛から毛細

血管に吸収され，cの血管を通って肝臓に運

ばれる。一方，脂肪酸とモノグリセリドは小腸の

柔毛からリンパ管に吸収されるので，cの血管

を通らない。

(5) じん臓では，血液中の水分や塩分，尿素な

どの不要物をこしとってぼうこうへ送っているの

で，gの血管を流れる血液には，それら不要物

は少ない。

赤血球は，ヘモグロビンという赤色の色素を含

んでいるので，とくに染色しなくても顕微鏡で観

察することができる。

(1) 「吸う息」は空気であり，その空気中に最も

多いのは窒素である。

見本
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(1)ストロー…イ A…カ (2)①ア ②イ

◆◇◆ ポイント演習３ ◆◇◆ （P90）

ウ

(1)ア (2)けん

(1)イ

(2)①D，網膜 ②A，こうさい ③B，レンズ

(1)①B，鼓膜 ②A，耳小骨 ③D，うずまき管

(2)B→A→D→C

感覚器官

①中枢 ②末しょう ③感覚 ④運動

イ

(1)C…感覚神経 D…運動神経

(2)①ウ ②反射 ③イ

(1)せきずい (2)エ

◇◆◇ 実戦演習３ ◇◆◇ （P94）

エ

(1)網膜 (2)①小さく ②大きく ③こうさい

①B ②A ③光の量を調節

(1)耳小骨 (2)C，F (3)エ

(4)記号…E 名称…こうさい

1

2

3

1

3

4

ポイント61 A…レンズ B…こうさい C…網膜

D…ガラス体 E…耳小骨 F…半規管

G…うずまき管 H…鼓膜

ポイント62 (1)①末しょう神経 ②中枢神経

(2)①a…感覚神経 b…運動神経

②せきずい ③イ ④反射

1

2

ポイント60 (1)けん (2)関節 (3)ア

2

1

2

3

4

19

(2) Aの横隔膜は筋肉でできているので，自ら伸

びたり縮んだりできる。一方，Bの肺は筋肉で

はないので，自らふくらんだりしぼんだりはでき

ない。

(2) Cのうずまき管には音を感じる細胞があり，

音の刺激を神経に伝える。Fの網膜には光を

感じる細胞があり，光の刺激を神経に伝える。

①エ ②キ

(1)感覚神経 (2)①エ ②ア ③イ

(1)①カ ②イ (2)反射 (3)イ

(1)ア (2)0.18秒 (3)0.79m

(1)ア→エ→ウ→エ→イ (2)0.2秒

(3) b…運動 c…反射 (4)エ

(5)①イ ②記号…ア 名称…こうさい

③しぼり

◆◇◆ ポイント演習４ ◆◇◆ （P100）

5

6

7

9

8

(2) ③のように，目や耳で受け取った刺激は，感

覚神経から直接脳へ伝えられる。

(3) 意識して起こる反応の中枢は脳である。この

場合，受けた刺激に対する反応は，あらゆる選

択肢の中から脳が判断し，命令を下す。一方，

無意識に起こる反応の中枢はせきずいであ

る。この場合，受けた刺激に対する反応は決

められたものであり，刺激を受けてから反応す

るまでの時間が短い。そのため，危険から身を

守るのに役立つ。

(1) Bさんが刺激を受け取った感覚器官は目で

ある。目で受け取った刺激は，感覚神経から

直接脳へ伝えられる。

(2) 【実験３】より，ものさしが落ち始めるのを見

てからものさしをつかむまでに，ものさしが落下

した距離の平均は16.0cmである。図３より，物

体が16.0cm落下する時間を読み取る。

(3) (2)より，Bさんが目で刺激を受け取ってから

手で反応するまでに要した時間が0.18秒であ

った。よって，4.4m/sの速さで移動しているとき

に，障害物を見てからブレーキをかけはじめる

までの間に進む距離は，

4.4（m/s）×0.18（s）＝0.792（m）

ポイント63 (1)①イ ②イ ③ア

(2)①d，臼歯 ② a，犬歯 ③ c，門歯

④b，臼歯

(1) Aは犬歯が発達しているので肉食動物，Bは

臼歯がたいらになっているので草食動物。

見本
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(1)B (2)①B ②A ③A ④B

(1)①門歯 ②犬歯 (2)④

(1)A…ハチュウ類 B…ホニュウ類 C…魚類

D…両生類 E…鳥類

(2)B，E (3)C，D

A…オ B…イ C…ウ

(1)恒温動物 (2)ウ，エ，オ

(1)①エ ②ウ ③ア (2)エ

(1)①胎生 ②恒温 (2)B

(3)③エ ④ウ ⑤ア ⑥イ

A…ハチュウ類 B…ホニュウ類 C…両生類

D…魚類 E…鳥類

(1)節足動物 (2)a…イ b…イ c…ア

(1)背骨

(2)②エ ③ア ④ウ ⑤オ ⑥イ ⑦カ

(3)恒温動物

①エ ②ウ ③ア ④イ

①C→B→A ②A→C→B

(1)相同器官 (2)進化

(1)エ (2)ウ (3)ア

1

2

1

2

3

5

ポイント64 (1)背骨がある。

(2)①B，C ②A，B，C ③C，D，E

(3)胎生 (4)恒温動物

(5)①C ②D ③A ④E ⑤B ⑥C

⑦D ⑧A

(1) Aは犬歯が発達しているので肉食動物，Bは

臼歯がたいらで，門歯が発達しているので草

食動物である。

4

6

7

8

ポイント65 (1)相同器官 (2)①シソチョウ ②ア，エ

1

2

3

4

① Aはホニュウ類，Cは魚類。Bはハチュウ類と

鳥類だが，最初に現れたのはハチュウ類。

② Aは魚類，Bはホニュウ類，Cはハチュウ類。

(2) トカゲの前足とカラスのつばさは，それぞれ

の生活環境に適したはたらきや外形をしてい

るが，これらはすべてセキツイ動物の前足が起

源であり，骨格は基本的に同じ構造をもつ。

◇◆◇ 実戦演習４ ◇◆◇ （P106）

イ

動物…肉食動物

理由…犬歯がするどく発達しているから。

(1)ア (2)胎生 (3)ア (4)イ (5)恒温動物

ウ

(1)無セキツイ動物 (2)F (3)①えら ②肺

特徴A…イ 特徴B…ウ

(1)エ (2) a，b (3)相同器官

(4)乾燥した環境。

(1)エ (2)ウ

1

2

3

4

5

7

8

6

(3) ハチュウ類と鳥類に共通した特徴を選ぶ。

Aは観点Ⅰ，Bは観点Ⅳがあてはまる。

Pはハト，Qはトカゲ，Rはフナがあてはまる。

見本
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◆◇◆ ポイント演習 ◆◇◆ （P110）

①南 ②北東 ③南東

(1)①晴れ ②快晴 ③くもり (2)①0 ②12

①風向…南西 風力…4 天気…晴れ

②風向…東 風力…2 天気…快晴

③風向…南東 風力…3 天気…雨

① ②

③

(1)1008hPa (2)B (3)X (4)Y

(5)X…イ Y…エ

1

2

3

5

ポイント66 (1)北西 (2)晴れ

(3)風向…北東 風力…3 天気…くもり

(4)1013hPa

(5)①等圧線 ②1008hPa ③B ④Y

⑤X…ア Y…ウ

(1) 風向は，風が吹いてく

る方向で示す。図１では

吹き流しが南東に向いて

いるので，風は北西から

吹いてる。

(5)③ 等圧線の間隔がせまいところほど風力は

大きい。

④ 高気圧は，周囲に比べて気圧が高いとこ

ろなので，Yが高気圧。

⑤ Xは低気圧で，上昇気流が生じており，ま

わりから時計と反対回りに風が吹きこむ。ま

た，Yは高気圧で，下降気流が生じており，

時計回りに風が吹き出す。

吹き流し

風

(3)(4)(5) Xが低気圧，Yが高気圧である。

4

８．天気とその変化
P110～136

(1)1012hPa (2)X (3)X…イ，ウ Y…ア，オ

(1)Y (2)A…エ B…ウ C…ア D…イ

6

7

ポイント67 (1)10℃ (2)69％ (3)1.1g

(1) コップの表面がくもり始めるときの温度を露

点という。

(2) 気温からは飽和水蒸気量が，露点からは空

気1m3
に含まれる水蒸気量がわかる。

(3) 露点10℃の空気1m 3中には水蒸気が9.4g含

まれているが，気温8℃の空気1m3
中には水蒸

気を8.3gしか含むことができないので，生じる

水滴は，

9.4（g）－8.3（g）＝1.1（g）

13.6

温 度（℃ ）

水

蒸

気

量

（

）

g/m
3

9.4

10 16

飽和

水蒸気量

水蒸気量

気温露点

空気1m
3
中に含まれる水蒸気量

そのと きの気温での飽和水蒸気量
湿度＝ ×100

気温よ り

露点よ り

＝
9.4 (g/m

3

)

13.6 (g/m
3
)
×100

＝69.1 ・ ・・ (％)

(2) Xは周囲より気圧が低いので低気圧で，まわ

りから時計と反対回りに風が吹きこむ。Yは周

囲より気圧が高いので高気圧で，時計回りに

風が吹き出す。

X

Y

1000

1020
A

B

C

D

(2) 高気圧は周囲に比べて気圧が高いところな

ので，Xが高気圧。
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(1)1m3

(2)①60％ ②80％ ③79％ ④68％

⑤63％ ⑥100％

(3)①イ ②ケ ③ク ④ウ

1

(2)① 気温18℃より飽和水蒸気量が15g/m 3
，露

点10℃よりこの空気に含まれる水蒸気量が

9g/m3
。したがって湿度は，

×100＝60（％）

② ×100＝80（％）

③ ×100＝79.1…（％）

④ ×100＝68.1…（％）

⑤ ×100＝62.9…（％）

⑥ 気温と露点が等しいときの湿度は，100％

である。

(3)① 気温16℃より，飽和水蒸気量は14g/m3
。

湿度が64％なので，この空気1m 3
中に含ま

れる水蒸気量は，

14（g/m 3
）×0.64＝8.96（g/m 3

）

表より，飽和水蒸気量が8.96g/m3
に最も近い

温度は10℃。したがって，この空気の温度を

10℃まで下げると水滴ができ始める。

② 気温30℃，湿度73％の空気1m3
中に含ま

れる水蒸気量は，

30（g/m 3
）×0.73＝21.9（g/m 3

）

表より，飽和水蒸気量が21.9g/m3
に最も近

い温度は24℃。

③ 気温26℃，湿度79％の空気1m3中に含ま

れる水蒸気量は，

24（g/m 3
）×0.79＝18.96（g/m3

）

表より，飽和水蒸気量が18.96g/m3
に最も近

い温度は22℃。

④ 気温20℃，湿度65％の空気1m3
中に含ま

れる水蒸気量は，

17（g/m 3）×0.65＝11.05（g/m3）

表より，飽和水蒸気量が11.05g/m3
に最も近

い温度は12℃。

気温からは飽和水蒸気量が，露点からは

空気1m3
に含まれる水蒸気量がわかる。

9 （g/m3
）

15（g/m3
）

12（g/m3
）

15（g/m3
）

19（g/m3
）

24（g/m3
）

15（g/m3
）

22（g/m3
）

17（g/m3
）

27（g/m3
）

(1)水滴 (2)イ (3)露点 (4)8.3g (5)78％

(6)低くなる。 (7)1.9g

(1)15℃ (2)74％ (3)高くなる。 (4)4.5g

(5)2.8g

2

3

(5) 気温12℃より飽和水蒸気量が10.7g/m 3
，露

点8℃よりこの空気に含まれる水蒸気量が

8.3g/m3
。したがって湿度は，

×100＝77.5…（％）

(6) 気温を上げると飽和水蒸気量が大きくなる

ので，その空気に含まれる水蒸気量が変化し

なければ，湿度は小さくなる。

(7) 露点8℃の空気1m3中には水蒸気が8.3g含

まれているが，気温4℃の空気1m3中には水蒸

気を6.4gしか含むことができないので，生じる

水滴は，

8.3（g）－6.4（g）＝1.9（g）

空気1m
3
中に含まれる水蒸気量

そのと きの気温での飽和水蒸気量
湿度＝ ×100

大き く なる小さ く なる

8.3 （g/m 3
）

10.7（g/m3
）

(2) 気温20℃より飽和水蒸気量が17.3g/m 3，空

気1m 3
に含まれる水蒸気量が12.8gなので，湿

度は，

×100＝73.9…（％）

(3) 気温を下げると飽和水蒸気量が小さくなる

ので，その空気に含まれる水蒸気量が変化し

なければ，湿度は大きくなる。

(4) 空気1m3
中に水蒸気が 12.8g含まれている

が，気温20℃の空気1m 3
中には水蒸気を17.3g

含むことができるので，さらに含むことのできる

水蒸気は，

17.3（g）－12.8（g）＝4.5（g）

(5) 空気1m 3
中には水蒸気が12.8g含まれている

が，気温11℃の空気1m 3
中には水蒸気を10.0g

しか含むことができないので，生じる水滴は，

12.8（g）－10.0（g）＝2.8（g）

空気1m
3
中に含まれる水蒸気量

そのと きの気温での飽和水蒸気量
湿度＝ ×100

小さ く なる大き く なる

12.8（g/m3
）

17.3（g/m3）見本
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(1)14℃ (2)78％ (3)イ

(1)B (2)70％ (3)エ

A

4

5

6

(1) 乾球温度計の目盛りを読む。

(2) 乾球が14℃，湿球が 12℃を示しているの

で，その差は2℃である。これを湿度表を使っ

て湿度を読みとる。

(3) 気温14℃，湿度78％の空気1m3
中に含まれ

る水蒸気量は，

12.1（g/m3）×0.78＝9.438（g/m3）

表より，飽和水蒸気量が9.438g/m3
に最も近い

温度は10℃。

3.0

68

67

66

65

63

《 湿度表 》

15

14

13

12

11

0.0

100

100

100

100

100

1.0

89

89

88

88

87

2.0

78

78

77

76

75

乾球と 湿球の

示度の差(℃)

乾
球

の
示
度

(℃)

(1) 乾球と湿球の示す温度は，ふつう，湿球の

方が低い。

(3) 気温28℃，湿度70％の空気1m3
中に含まれ

る水蒸気量は，

27.2（g/m3
）×0.7＝19.04（g/m3

）

表より，飽和水蒸気量が19.04g/m3
に最も近い

温度は22℃。

【発展的学習】

湿球は，球部を水でぬらしたガーゼでまい

ている。この水は，湿度が低い（空気が乾燥

している）ほどさかんに蒸発する。水が蒸発

するときにはまわりから熱を奪うため，湿球が

示す温度は乾球が示す温度よりも低く，湿度

が低いほどその差は大きくなる。

湿度は気温が高いと小さくなり，気温が低いと

大きくなるので，気温のグラフとは正反対の形に

なる。Bのグラフは，正午過ぎに最も高くなるなっ

ているので気温の変化を表している。したがっ

て，そのグラフと正反対の形になっているAのグラ

フが湿度の変化を表している。

(1)イ (2)白いくもりが生じる。

①イ ②ウ ③カ ④ケ

①水蒸気 ②太陽

(1) a…温暖前線 b…寒冷前線 (2) a (3)ア

(4)雲A…乱層雲 雲B…積乱雲 (5)B (6)A

(1)低気圧 (2)B…寒冷前線 C…温暖前線

(3)ウ (4)①R ②P (5)P…イ Q…エ R…ウ

1

3

1

2

ポイント68 (1)引いたとき。 (2)低くなっている。

(1)(2) ピストンをすばやく引くと，丸底フラスコ内

の空気が膨張して気圧が下がる。すると，丸底

フラスコ内の温度が下がり，水蒸気の一部が水

滴となって，白いくもりが生じる。

【発展的学習】

空気が膨張するとき，空気は自身のエネル

ギーを使って膨張するため，空気の持つエネ

ルギーが減少し，温度が下がる。

ポイント69 (1)B (2)b (3)d

(4)A…積乱雲 B…乱層雲

(5)A…イ B…ウ

(2) 前線A（寒冷前線）が通過すると，にわか雨

が降り，気温が急に下がる。低気圧は西から東

へ移動するので，しばらくして前線Aが通過す

る地点はbである。

(3) 前線B（温暖前線）が通過すると，それまでし

としとと降り続いていた雨がやみ，気温が上が

る。

(2) 注射器のピストンを急に引くと，丸底フラスコ

内の温度が下がり，水蒸気の一部が水滴とな

って白いくもりが生じる。

(1) 前線をともなっているのは低気圧である。

(5) Aは低気圧なので

反時計回りに風が吹

きこむ。また，Pでは寒

気が，Qでは暖気がそ

れぞれの前線を押す

方向に風が吹くと考えることもできる。

P

Q

R

A

2

見本
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(1)A…エ B…ウ (2)A…エ B…ア

(3)前線a…積乱雲 前線b…乱層雲

(1)寒冷前線 (2)イ (3)エ

(1)①温暖前線 ②寒冷前線 (2)B

(3)①ア ②ウ ③イ

(1) a，寒冷前線 (2)ウ

(3)積乱雲，短時間に強い雨が降る。 (4)A

①ア，寒冷前線 ②イ，温暖前線

③エ，閉そく前線 ④ウ，停滞前線

3

4

5

6

7

(1) 前線をともなうのは低気

圧である。低気圧では，まわ

りから時計と反対回りに風が

吹きこむ。

(2) A地点はやがて寒冷前線が通過するのでに

わか雨が降り，気温が下がる。B地点はやがて

温暖前線が通過するので，しとしとと降り続い

ていた雨がやみ，気温が上がる。

(3) 前線aの西側に積乱雲が，前線 bの東側に

乱層雲ができる。

A

B

(1)(2) 13時から14時にかけて気温が急に下がっ

ているので，寒冷前線が通過したと考えられ

る。

(1) ①の時間帯には気温が急に上がっているの

で温暖前線，②の時間帯には気温が急に下

がっているので寒冷前線が通過したと考えら

れる。

(2) グラフより，15時は，温暖前線が通過した後

で，寒冷前線が通過する前なので，B。

(3) 図２の前線付近で

は，右図のように風が

吹いている。②は温

暖前線の通過前なの

で，右図のC地点に，

③は寒冷前線の通過後なので，A地点にな

る。

A

B

C

(1) 12時から15時にかけて気温が急に下がり，

風向きが南よりから北よりに変わっているので，

寒冷前線が通過した。

(4) 18時は，寒冷前線が通過した後である。

記号… a 名称…陸風

(1)C，小笠原気団 (2)A，シベリア気団

①シベリア ②北西 ③移動性高気圧

④オホーツク海 ⑤小笠原 ⑥停滞 ⑦南東

①ウ ②エ ③イ ④ア

(1)A…イ B…ウ C…エ D…ア

(2) a…小笠原気団 b…シベリア気団

c…オホーツク海気団

イ

①イ ②ア ③イ 気団…小笠原気団

◇◆◇ 実戦演習 ◇◆◇ （P124）

ウ

(1)1016hPa (2)風向…北東 天気…晴れ

(3)イ (4)偏西風

(1)記号…C

理由…等圧線の間隔が最もせまくなっているか

ら。

(2)偏西風

(1)露点 (2)ウ

1

2

ポイント70 (1)①ア ②ア ③ア ④イ ⑤ア

(2)①ア ②エ ③カ ④サ ⑤イ

⑥ウ ⑦セ ⑧ウ

3

4

高気圧の位置に着目する。①はシベリア気団

が見られるので冬。②は北方にオホーツク海気

団，南方に小笠原気団があり，日本列島に停滞

前線がかかっているので梅雨。③は小笠原気団

が日本列島の近くまで張り出しているので夏。④

は日本列島に移動性高気圧がかかっているので

春か秋。

5

7

1

6

冬に発達するシベリア気団から吹き出す北西

の季節風は，日本海をわたってくる間に水蒸気

を受け取り，この風が日本列島を縦断している山

脈にぶつかって上昇し，日本海側に大量の雪を

降らせる。山脈をこえた風は乾燥しており，太平

洋側はよい天気となる。

2

3

4

雲量2～8のときの天気は，晴れ。

見本
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(1)エ (2)露点 (3)54％

(1)エ (2)405g

ウ

(1)69％

(2)室内の気温が上がり，飽和水蒸気量が大きく

なったから。

(3)92g

5

6

7

8

(2) 金属製の容器

に氷を入れて温度

を下げていったと

き，空気に含まれ

る水蒸気量が大き

いほど，高い温度

で容器の表面に水

滴がつき始める。
気温

水
蒸
気
量

飽和水蒸気量

温度を下げる

水滴が

つき始める

(1) アは，はく息に含まれる水蒸気が冷やされ

て小さな水の粒になる現象。イは，部屋の中の

空気に含まれる水蒸気が，外気で冷たくなっ

ためがねのレンズで冷やされて小さな水の粒

になる現象。ウは，空気に含まれる水蒸気が，

晴れた日の明け方に，放射冷却によって冷た

くなった葉で冷やされて水になる現象。

(3) コップの表面がくもり始めた温度が10℃なの

で，理科室の水蒸気量は9.4g/m3
である。また，

気温20℃の空気の飽和水蒸気量は17.3g/m3

なので，理科室の湿度は，

×100＝54.3・・・（％）
9.4（g/m 3

）
17.3（g/m 3

）

(1) 容器の表面に水滴がつき始めた温度が14

℃なので，実験室の水蒸気量は12.1g/m3
であ

る。また，気温22℃の空気の飽和水蒸気量は

19.4g/m 3
なので，実験室の湿度は，

×100＝62.37・・・（％）

(2) 実験室の水蒸気量は12.1g/m3
であるが，気

温10℃の空気の飽和水蒸気量は9.4g/m3
なの

で，水滴になる水蒸気量は，

12.1（g/m3
）－9.4（g/m3

）＝2.7（g/m 3
）

実験室の空気の体積は150m3なので，実験室

全体で水滴になる水蒸気は，

2.7（g/m3）×150（m3）＝405（g）

12.1（g/m3
）

19.4（g/m 3
）

(1)67％

(2)記号…イ

理由…気温が高いときの方が，飽和水蒸気量

が大きいから。

①ア ②イ

(1)①下がり（低くなり） ②下がる (2)イ，ウ

ウ

(1)海面よりも，あたたまりやすく冷めやすい。

(2)ア

エ

エ

(1) (2)ウ (3)エ (4)ウ

10

11

12

13

14

15

16

9

(1) 乾湿計では，湿球が示す温度は乾球が示

す温度よりも低い。よって，図１より，乾球が16

℃，湿球が13℃を示しているので，図２より，湿

度は69％である。

(3) 加湿器を使用する前は，気温25℃，湿度40

％だったので，室内の空気の水蒸気量は，

23.1（g/m 3
）×0.4＝9.24（g/m3

）

また，加湿器を使用した後は，気温25℃，湿度

60％だったので，室内の空気の水蒸気量は，

23.1（g/m 3
）×0.6＝13.86（g/m 3

）

よって，増加した水蒸気量は，

13.86（g/m3
）－9.24（g/m3

）＝4.62（g/m3
）

部屋の空気の体積は20m3
なので，加湿器によ

って増加した空気中の水蒸気の質量は

4.62（g/m 3
）×20（m3

）＝92.4（g）

(2) 海に面した地域では，昼に海風，夜に陸風

が吹く。表で，昼頃はおよそ東から風が吹いて

おり，夜にはおよそ西から風が吹いているの

で，この地域は，東側に海が，西側に陸がある

と考えられる。

昼頃はおよそ東から海風が吹いており，夜に

はおよそ西から陸風が吹いているので，この地点

は，東側に海が，西側に陸があると考えられる。

見本
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(1)ウ (2)ア

①イ ②ア

(1)①イ ②A (2)D

17

18

19

(2) 11月19日午前9時から11月20日午前9時ま

での間に，P地点を温暖前線と寒冷前線が通

過する。一般に，温暖前線が通過する前（温

暖前線の東側）は南東の風が吹くが，温暖前

線が通過した後（温暖前線の西側）は南西の

風が吹く。その後，寒冷戦線が通過すると（寒

冷戦線の西側），北西の風が吹く。

低
（南東の風）

（南西の風）

（北西の風）

(1)① 9時から12時にかけては，ふつうは気温が

上がるはずだが，図１のグラフでは，気温が

急に下がっている。また，その時間帯に風

向きが南寄りから北寄りに変わっている。

② 図２は12時の天気図である。その時刻に

なる直前に寒冷前線が通過した地点を選

ぶ。

(2) 層状の雲は，温暖前線の前線面にできる。

高層雲は温暖前線から東へ遠く離れた前線面

にできる雲である。そのため，雲の高度が高

く，また，乱層雲に比べて厚みが少ない（空が

乱層雲におおわれると太陽や月はまったく見

えないが，高層雲におおわれた場合は，太陽

や月がぼんやりとかすんで見える）ため，雲を

つくる小さな水の粒が雨粒にまで成長しにく

い。ところが，やがて温暖前線が近づくと，前

線近くの高度の低いところにできる乱層雲にお

おわれ，しとしとと雨が降り続く。

温暖前線

前線面

乱層雲
高層雲

(1)B，C (2)C

(1)1028hPa

(2)風向…北西 風力…5 天気…くもり

(3)ア (4)①等圧線 ②広く

(5)①ア ②ア ③イ

(6)移動性高気圧と低気圧が交互に日本列島を

通過するから。

(1)①イ ②ア

(2)小笠原気団の勢力が弱くなるから。

(1)X…エ Y…ウ (2)

(3)小笠原気団の勢力が強くなったため。

(1)西高東低 (2)①高い ②上昇

(1)シベリア気団

(2)①ア ②ア ③イ ④イ ⑤ア

20

25

21

22

23

24

(1) Bのオホーツク海気団とCの小笠原気団は，

ともに海洋の気団なので湿潤である。そのた

め，これら2つの気団がぶつかってできる停滞

前線（梅雨前線）は降雨量が多い。

(2) 台風は，Cの小笠原気団のへりに沿って移

動する。

(1) 台風は，低気圧（最大風速が17.2m/s以上

になった熱帯低気圧）である。

(1) Xはオホーツク海気団，Yは小笠原気団。見本


