
酸化と還元

Ⅰ 生徒が行う鉛の還元。光沢のある金属が取り出せ，金属の還元を実感できる

観察・実験例

１ 酸化鉛の還元のあらまし

「還元」では酸化銅の実験を行った後，酸化鉛から鉛を取り出す実験を行っている。炭素と混ぜ

て黄色の粉末（PbO：一酸化鉛）からトロトロの銀色の鉛を取り出した時は，理屈ではわかってい
ても，ドラマチックで感動的である。また，生徒に実験を行わせてその感想を見ると，どの生徒も

その質的変化の感動を書いてくれる。鉛はガスバーナーで加熱したくらいでは酸化しないため，金

属光沢のある状態で容易に取り出すことができる。教科書では酸化銅の還元になっているが，金属

を取り出すためにはぜひ併せて取り組ませたい。

２ 準備するもの

（１）器具（グループに１つ）

・試験管

・ガスバーナー

・マッチ

・スタンド

・アルミカップ（マドレーヌの入れ物：ここに鉛を出すとあちらこちらに転がらない）

（２）試薬（まとめて作りグループに配布）

・酸化鉛（PbO：一酸化鉛）35ｇ
・炭素（活性炭粉末）1ｇ

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

事前に，酸化鉛と炭素を混ぜておく。こちらで混合して配る場合には酸化鉛と炭素の量と重さ，

色を見せ，目の前で混ぜ分けるとよいと思う。少ない量の場合計量しにくいので，いつもこのやり

方で行っている。

４ 観察・実験の手順・様子

（１）試薬混合，配布の手順

2PbO + C → 2Pb + CO2

223 12 414 44 なぜか原子量の比と違うが，この配合比がやりやすい。

※乳鉢でよく混合する。グループには３～６ｇずつ配布する。６グループなら６ｇずつ配る。

混合してある場合は６等分すればよい。

（２）還元の手順

・スタンドに試験管をセットし底部を加熱する。

*試験管をまっすぐにして強熱で！
・５分～１０分間程度加熱して十分反応させてから加熱をやめる。

火力が十分な場合は赤熱状態が続く。この時試験管の中は鉛が

高温で融けている状態になっている。軽くゆらしてみるとわか

りやすい。



（３）還元の様子

加熱を始めると間もなく，発生した二酸化炭素で混合した試薬の一部が持ち上がっていく場合

があるので，振動を与えて下に落とす。火力によって５分～１０分でふつふつと反応が進み，赤

熱状態になる。酸化銅と違いこの状態が持続する。スタンドを軽くたたくなど試験管に振動を与

えた時の試薬の揺れ方が液体のようなら還元は完了していると判断できる。熱いスタンドに気を

付けすぐにアルミカップ等に流すと，銀色の鉛が出てくる。金属の確認も鉛が冷めれば容易であ

るが（たたく，光沢，導電性），見ただけで金属と実感できるところがこの実験のよいところで

ある。

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

教科書の酸化銅の還元の実験の発展として位置づける。酸化銅を炭素以外のもので還元させる実

験とともに再現性が高いと考えている。「金属の酸化物から，金属を取り出すにはどうしたらいい

だろうか。」という課題をつくり上げたい。具体例としては，「たたら製鉄」に着目し，鉄鉱石（酸

化鉄）に木炭を混ぜて強熱することで鉄を生成できることなど，課題解決に向けた例を示すことも

重要である。教師の具体的な指導・援助としては，この化学変化を原子のモデルを用いて説明する

ことができるようになることや，酸素との結び付きの強さを，既習の学習内容をもとに考察し化学

変化のエネルギー的な見方，考え方を学び合いまでつなげていきたい。

６ 器具や薬品等の扱い方等

（１）指導面

火を使う化学実験は，授業の始まる段階で，濡れ雑巾を用意させ（理科室では着席するときに

雑巾を水でゆすぎ机を拭くようにさせている）実験はいすを机の中に入れて立って行うなど，安

全には十分注意させたい。

（２）安全面

ガスバーナーを全開にするため，試験管だけでなく，スタンドもかなりの高温になるので簡単

に素手で触らないよう注意する。

（３）その他（実験の注意）

酸化鉛は，鉛そのものは皮膚，眼などを刺激する。経口摂取すると鉛中毒を起こすことがある。

素手で触った場合は，手をよく洗うこと。また，炭素から二酸化炭素とともに一酸化炭素も発生

する可能性はあるので適度な換気は必要である。

試験管は確実に使えなくなるので酸化銅の還元で一度使用した

ものを B 級試験管として，鉄と硫黄の化合など用に保管しておく
と便利である。

※薬品について

一酸化鉛，活性炭粉末は入手し

やすい



Ⅱ 指導の例

１ 単元名

いろいろな化学変化 ※（補充的な学習）

２ 単元のねらい

（１）化合

２種類の物質を化合させる実験を行い，反応前とは異なる物質が生成することを見いだすと

ともに，化学変化は原子や分子のモデルで説明できること，化合物の組成は化学式で表される

こと及び化学変化は化学反応式で表されることを理解すること。

（２）酸化と還元

酸化や還元の実験を行い，酸化や還元が酸素に関係する反応であることを見いだすこと。

３ 指導計画 （全１０時間）

酸素と結びつく化学変化－酸化（５時間）
酸素をうばう化学変化－還元（２時間）本時２/２
硫黄と結びつく化学変化（３時間）

４ 学習問題

酸化鉛を炭素を使って還元してみよう。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・物質どうしの化学変化に関する事物・現象に関心をもち，意欲的に観察・実験を行い，それ

らの事象を日常生活と関連付けて考察しようとする。

(関心・意欲・態度)

・物質どうしの化学変化についての基本的な概念や原理・法則を理解し，知識を身に付ける。

(知識・理解)

（２）展開（２時間扱い※２日にわたって授業を実施） ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 前時の復習をする。 ○「前の時間の復習をしましょう。」

・酸化銅から銅を取り出す方法を確認する。 ・図を使って，実験方法を捉えやすく

・酸化銅による還元の仕組みの確認する。 する。

・生成した銅の確認方法を確認する。

→金属の性質。

酸化鉛を炭素を使って還元してみよう。

【観察・実験例１】

２ 「酸化鉛から鉛を取り出す」実験の手順を次の順 ○酸化鉛から鉛を取り出す実験の手順の

で確認する。 ポイントを押さえて説明する。

・実験上の注意点を確認する。 ・図を示し注意点を示しやすくする。

・試験管の向き・適正な炎の大きさにする。 ・装置の説明をする。

・試験管の中が赤熱しゆらすと液体になっているこ →実験上の注意事項の確認をする。

とを確認してからガスをとめる。 ・試験管は垂直で強火にする。

・スタンドもかなり高温になるので注

意する。



・酸化鉛と炭素を乳鉢で混ぜそれを３ｇ

づつグループの数に分ける。

３ 班ごとに実験を開始する。

①酸化鉛と炭素の混合物をガスバーナーで加熱す

る。 ・軽く振動を与えればよい。

②混合物が発生した気体で持ち上がったら机をたた ※関心をもち，意欲的に観察・実験をし

くなど振動を与えて下に落とす。 ている。 (関心・意欲・態度)

③混合物の反応が終わったら，火を止める。 ・赤熱状態になり，机，スタンドをたた

→熱いうちにスタンドを動かし融けた鉛をアルミ き振動させると，コロコロしたように

カップに出す。 なれば反応は終わっている。

→冷ますと安全だが試験管から出せない。その場 ・取り出しは，やけどする危険性がある

合は試験管を壊して取り出す。 ので，教員が一つ一つ行っても構わな

④鉛ができたことを確認する。（金属の性質） い。

・鉛が取り出せれば，金属光沢は見ただ

けでわかるので，通電性などを調べる。

（融解した鉛を見るだけで終わりでもよ

い。）

４ 実験結果のまとめをする。

・酸素は鉛よりも炭素と結びつきやすいので，炭素 ※鉛が金属として取り出せたことを自分の

が酸化鉛から酸素をうばって，炭素自身が酸化し 言葉で表現している。

二酸化炭素となる。 (関心・意欲・態度)

・酸化鉛は還元されて鉛となる。炭素はこの場合， ※化学反応式を用いて説明している。

「還元剤」と呼ばれることもある。 (知識・理解)

・水素（酸素と結びつきやすい）もよい還元剤とし

て使われる。

・製鉄所では酸化鉄をコークス（炭素）で還元して

鉄を精製している。たたら製鉄も同じ。

酸化鉛から鉛を取り出すことができる。

還元

化学反応式： 2PbO + C → 2Pb + CO2

酸化



Ⅲ よりよい観察・実験にするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）反応が進まない，色がオレンジ色になった後変化しない。

＜対処法＞

・温度が低いことが考えられる。６ｇで多いようなら３ gで試してみてください。とにかく強火で
行うこと。

（２）融けた鉛を机にこぼしてしまった。

＜対処法＞

・還元後に鉛を取り出す時に勢いよく流れだしてしまうことがある。マドレーヌ用のアルミカップ

に入れさせるが，机にこぼれてしまうことがある。たいてい机の上で固まるが，机の上を球状に

なったまま机から床まで転げ落ちることがある。いすに座っていると足にかかってしまう可能性

があるので，濡れ雑巾の用意と，いすを机に入れ立って行うことは徹底させる。（習慣になって

いればよい）

（３）反応後に熱くて鉛を取り出せない。

＜対処法＞

・雑巾など熱を伝えにくいもので，スタンドを操作し試験管から取り出す。教員が取り出しても構

わない。どうしても取り出せない場合は，試験管を割り取り出す。どちらにしても試験管は使え

なくなる。

２ 経験談から

発展的な実験なので金属が取り出せることに感動し，身の回りの還元についても興味を持たせた

いと思います。また，化学実験で特に火を使う時には，事故防止が大切です。日ごろから特に理科

室の使い方を決め，理科の教員で共通理解をし実践することが大切です。理科室に掲示してある「理

科室を使うときの約束」をご覧ください。

理科室を使うときの約束

１ 理科室では，走らない。ふざけない。（ガラス器具や薬品があるので，危険！）

２ 机に落書きをしない。見つけたら，消しておく。

３ 火や薬品を使う実験は，必ず立って行う。いすは机の中にいれておく。

→事故防止のための約束を守る。

４ 机には，雑巾，ブラシ，空ビンがあるか確認する。

→なかったら，先生に連絡する。

５ 授業の始まる前にいすを降ろし，ぬれ雑巾で机を拭く。

６ 器具は，必ず元の位置に返す。もってきた人が，元に返すようにする。

７ ガラス器具（試験管，ビーカーなど）は，ぬれたまま返してよい。ただし，口を下向きにお

く。

８ 授業が終わったら，机の上を雑巾で拭いてから，いすをあげて帰る。

９ 準備室は，許可を得た生徒以外は，立入禁止とする。

10 万一器具をこわしてしまったら，すぐに先生に報告する。

※参考資料
１ 薬品の情報

一酸化鉛（ＰｂＯ）

・黄色又は橙色。粉末又は粒状。融点８８８℃。水に極めて溶けにくい。硝酸，酢酸，アルカリ

に可溶。吸入した場合は鉛中毒を起こすことがある。眼に入った場合は異物感を与え，粘膜を

刺激する。

・医師の処置を受けるまでの救急方法

（吸入した場合）鼻をかみ，うがいをさせる。

（皮膚に触れた場合）直ちに接触部を石けん水で洗浄し，多量の水を用いて洗い流す。



（眼に入った場合）直ちに多量の水で１５分間以上洗い流す。

・吸入したり目に入らなければ他の薬品と同様に扱える。（むしろ酸，アルカリのほうが危ない）

２ 実験データ

（１）還元実験2（酸化銅をマグネシウムで還元する）演示実験

ア 実験方法

酸化銅２ｇに対しマグネシウム０．６ｇを混ぜて実験する。マグネシウムリボンを導火線にし

て点火する。

イ 結果

仁丹くらいの大きさの銅の塊が取り出せる。

ウ 考察

表面は酸化して黒ずんでいる。表面を少し削り取る。

（２）他の還元の紹介

ア テルミット反応

混合した酸化鉄（Fe2O3）とアルミニウム（Al）を反応させると約３０００℃という高温にな
り鉄を取り出すことができる。こちらは爆発的に反応するため，屋外で行ったほうがよい。Web
で多くの実験が見つかるので参考にしてほしい。

イ たたら製鉄から現在に至るまで

紀元前１５００年ごろに，鉄鉱石から還元によって鉄を取り出す技術が登場した。これは，と

ても難しい技術であった。しかし，鉄を使うと，銅や青銅でできたものよりもずっとじょうぶな

農具や武器をつくることができた。鉄と酸素の結びつきは銅と酸素の結びつきよりもずっと強く，

鉄を還元するためには，銅のときよりもはるかに高い温度で熱する必要があった。最初の鉄づく

りでは，鉄鉱石（酸化鉄）と木炭（炭素）をいっしょに燃やすことで，酸化鉄を還元した。熱し

てやわらかくなった鉄をたたき，道具や武器の形にしたと考えられている。日本では，砂鉄を原

料にして高品質の鉄をつくる「たたら製鉄」とよばれる独自の伝統技術が発展した。１５００年

ごろから溶鉱炉を使って鉄を取り出す技術が登場する。溶鉱炉の中に鉄鉱石を入れ，鉄がとける

ような高温で加熱し還元する。とけた鉄を鋳型に流しこむことで，さまざまな形の鉄をつくった。

高温にするため，大きなふいご（空気を送りこむ装置）を水車の力で動かした。木炭をつくるた

めの木と機械を動かすための水力が必要なので，このころの製鉄は森と川の近くでおこなわれて

いた。１８００年代には，木炭のかわりに石炭からつくられたコークスを利用する技術が開発さ

れ，水力のかわりに蒸気機関も利用されるようになり，大規模な鉄の生産が始まった。私たちは，

さまざまな金属を発見し，それを利用することで文明を大きく進歩させてきた。現在でも，鉄を

中心に，アルミニウム・チタンなどいろいろな金属があらゆる場所で利用されている。


