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酸化・還元と酸化数
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学習のねらい
化学反応の中での「酸素のやりとり」や「水素のやりとり」を確かめると，どの物質が酸化さ

れてどの物質が還元されているかを知ることができます。さらに酸化還元反応の定義について，
「電子のやりとり」でも説明できることを学びます。化学反応において，電子を失うと「酸化さ

れた」
，電子を得ると「還元された」と表します。そして，電子のやりとりがわかりにくい場合は，
「酸化数」という数値で原子やイオンがどの程度，酸化（還元）されているか示します。酸化還
元反応を簡単に判別できるようになる，酸化数の変化に着目しましょう。
ポイント
電子のやりとり

酸化数の決め方

酸化数の変化と酸化・還元

今回のキーワード

酸化，還元，酸化還元反応，電子のやりとり，酸化数
▼

電子のやりとり
電子は「e-」と表す。たとえば銅 Cu と酸素 O2 の反応では，銅 Cu が酸素 O2 と反応して酸
化銅（Ⅱ）CuO に変化するので，銅 Cu は「酸化された」という。酸化銅（Ⅱ）CuO は，銅
（Ⅱ）
イオン Cu2+ と酸化物イオン O2- がイオン結合したものである。つまり，銅 Cu が銅（Ⅱ）
イオン Cu2+ に変化するので，銅 Cu は電子 e- を失っている。このとき銅 Cu は，酸素を受け
取っているともいえるので，
「電子 e- を失う」ことが「酸化された」ことになる。一方，酸素
は電子 e- を受け取って酸化物イオン O2- になる。

銅と酸素の反応について，酸素 O2 の受け渡しに着目した場合，還元されているのかどうか
を定義できなかった。酸化・還元は同時に起こるので，酸素 O2 が「電子 e- を得る」ことを
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酸素 O2 が「還元された」と定義する。このように，酸素のやりとりや水素のやりとりだけで
なく，電子 e- のやりとりで酸化還元を説明することができる。
電子 e- を含むイオン反応式で表すと次のようになる。
酸化（電子 e- を失う）： 2Cu

→

還元（電子 e を得る）： O2 ＋ 4e
-

-

2Cu2+ ＋ 4e-

…… ①

→

…… ②

2O

2-

反応式の「→」の右側に電子 e- があるときは，電子を失うことを表し，反応式の「→」の
左側に電子 e- があるときは，電子を得ることを表す。

酸化還元反応は同時に起こるので①式 ＋ ②式とし，反応物どうし生成物どうしを足し合わ
▼

せて，反応前後で変化しない電子 4e- を消去してまとめると，下記のような酸化還元の化学
反応式が完成する。

次に，ヨウ素 I2 と硫化水素水 H2S が反応して硫黄 S とヨウ化水素 HI を生成する変化につい
て考えてみよう。この反応は，硫化水素 H2S が水素を失っているので「酸化された」
，ヨウ素 I2
が水素を受けとっているので「還元された」と，水素のやりとりで酸化還元反応を説明できる。
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このとき，電子 e- を含むイオン反応式で表すと次のようになる。
酸化（電子 e- を失う）： H2S

→

S ＋ 2H+ ＋ 2e- ……①

還元（電子 e- を得る）： I2 ＋ 2e- →

2I-

……②

次に，
銅 Cu と塩素 Cl2 が反応して塩化銅（Ⅱ）CuCl2 を生成する変化について考えてみよう。
この変化は，酸素 O も水素 H も関与しないので，酸素のやりとり，水素のやりとりでは説明
することができない。

▼

塩化銅（Ⅱ）CuCl2 は，銅（Ⅱ）イオン Cu2+ と塩化物イオン Cl- でできたイオンからなる
物質である。したがって，この反応式も下の図のように電子 e- のやりとりがあり酸化還元反
応として説明することができる。
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酸化還元反応において，
「酸素のやりとり」，「水素のやりとり」，「電子のやりとり」の定義
をまとめると下図のようになる。

酸化数の決め方
電子のやりとりは，どんな化学反応でも明確というわけではない。
たとえば，前回学習した硫化水素水 H2S と酸素 O2 の反応を振り返ってみよう。
2H2S ＋ O2 → 2S ＋ 2H2O という反応の中で，硫化水素が水素を失って硫黄になるときには，
S イオンが電子を失って硫黄 S になっているので，硫化水素は酸化されているとわかる。だが，
2-

▼

酸素の方はどうだろうか。酸素は硫化水素から電子を受け取って還元されているはずだが，酸
素は反応後，水 H2O となっている。この H2O のように，分子が関わる酸化還元反応では電子
のやりとりがはっきりしない。

そのようなとき，「酸化数」を考えるとわかりやすくなる。酸化数とは，物質中の原子やイ
オンの酸化の程度を数値で表したものである。酸化数は，着目した原子１個分の数値とし，必
ず整数で表し，０以外は必ず＋，−の符号をつけることになっている。化学反応の前後で，酸
化数が増加した原子・イオンがあれば，その物質は「酸化された」と表す。逆に，酸化数が減
少した原子・イオンがあれば，その物質は「還元された」と表す。
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酸化数の決め方には，次のような規則がある。
（１）単体中の原子の酸化数は０とする。
例：水素 H2 の水素原子 H の酸化数は０，銅原子 Cu の酸化数は０となる。
（２）単原子イオンの酸化数は，そのイオンの電荷に等しい。
例：銅（Ⅱ）イオン Cu2+ の酸化数はそのイオンの電荷に等しいので，
＋２となる。塩化物イオン Cl- は，− 1 となる。
（３）化合物中の水素原子の酸化数を＋1，酸素原子の酸化数を−2とする。
例：水 H2O の場合，水素原子 H の酸化数は＋ 1，酸素原子 O の酸化数は− 2。
ただし，例外として，過酸化水素 H2O2 の酸素 O の酸化数は，− 1。
（４）化合物中の原子の酸化数の総和は０とする。
（５）多原子イオン中の原子の酸化数の総和は，そのイオンの電荷に等しい。
▼

酸化数がわからない場合，上の規則を使って計算から求めることができる。

【課題１】 化合物のアンモニア NH3 の窒素 N の酸化数を求めてみよう。
この場合，
（３）
「化合物中の水素原子の酸化数は＋ 1」と（４）「化合物 NH3 の原子
の酸化数の総和は０」の規則を使う。ア
ンモニア NH3 には水素原子 H が 3 つある
ので，酸化数の総和を計算するとき，NH3
の窒素 N の酸化数を x とすると，右のよ
うに求められる。

【課題２】 多原子イオンの過マンガン酸イオン MnO4- のマンガン Mn の酸化数を求めてみよう。
この場合，
（３）「化合物中の酸素原子の酸化数は−２」と（５）「多原子イオン
MnO4- のイオンの電荷が− 1 なので，酸化数の総和は「− 1」の規則を使う。過マン
ガン酸イオン MnO4- には酸素原子 O が 4 つあるので，酸化数の総和を計算するとき，
MnO4- のマンガン Mn の酸化数を x とすると，次のように求められる。
x × 1 ＋（− 2）× 4 ＝− 1
マンガン Mn の酸化数は

＋７

となるので，x ＝＋ 7

だ。
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酸化数の変化と酸化・還元
化学反応式における酸化数の変化を考えてみよう。ここでも，銅 Cu と酸素 O2 の反応で確
認する。2Cu ＋ O2 → 2CuO の酸化還元反応の場合，左辺の Cu および O2 の酸化数は，両方
とも単体なので，共に酸化数は０。右辺の CuO では，Cu の酸化数は＋２，O の酸化数は−２。
反応前後で比較すると，Cu の酸化数は０から＋２に増えている。したがって，
「酸化数の増加」
は「酸化された」と表すことができる。また，O の酸化数は 0 から−２に減っているので，
「酸
化数の減少」は「還元された」と表すことができる。

次に，C ＋ O2 → CO2 の酸化還元反応の場合，「炭素 C：0 →（＋４）」より，酸化数は増
▼

加しているので「炭素 C は酸化された」となる。当然，炭素 C は酸素と結合しているので，
酸素のやりとりで考えても酸化されている。また「酸素 O：0 →（−２）」より，酸化数は減
少しているので，
「酸素 O2 は還元された」となる。
二酸化炭素 CO2 はイオン結合でなく共有結合の物質であるが，酸化数を考えると，簡単に
どの物質が酸化されてどの物質が還元されているかを判断することができる。
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ちょっと 注目

酸化・還元と酸化数

電子の移動が目で見てわかる !?

化学反応における「酸素のやりとり」や「水素のやりとり」は，実験で酸化物が生成して
いることや水素化合物が生成していることを観察できるので，生成物を目で確かめることで
やりとりを判断することができる。しかし，
「電子のやりと
り」は，実験しても電子がやりとりされている様子をはっき
りと目で見ることができず，よくわからない場合が多い。
たとえば，ヨウ化カリウム水溶液と，硫酸を加えて酸性に
した過マンガン酸カリウム水溶液を混合すると，ヨウ化カリ
ウム水溶液中のヨウ化物イオン I- が 2I- → I2 ＋ 2e- と反応
して電子を放出し，硫酸を加えて酸性にした過マンガン酸カ
リウム水溶液中の過マンガン酸イオンが，
MnO4-＋8H+＋5e- → Mn2+＋4H2Oと反応して電子を受け
取り，褐色のヨウ素が生成する（右写真・中央の試験管内）。
この反応では，色の変化によって酸化還元反応が起きていることはわかるが，直接「電子
のやりとり」を目で見て観察することはできない。
そこで，次のような実験してみよう。まず，左の写真のように２本の炭素棒を用意して，プ
ロペラモーターに接続し，食塩水に浸して回路をつくって
みてもモーターの羽は回転しない。ご存じの通り，プロペラ
▼

モーターは，乾電池などと接続すると電子が流れるので回転
する。したがって，電子が流
れていないことがわかる。つ
まり，ここではモーターの羽は回転しなかったので，２本の炭
素棒の間には電子の受け渡しは行われていない。
続いて，炭素棒の１本はヨウ化カリウム水溶液に，
もう 1 本は硫酸で酸性にした過マンガン酸カリウム
水溶液に十分浸してそれぞれの溶液を炭素棒に染み
込ませておき（右上写真）
，この２本の炭素棒をプロ
ペラモーターに接続し，食塩水に浸してみると，モー
ターの羽が回転した（同中・下写真）
。
「ヨウ化カリウム水溶液を浸した炭素棒 ➡ プロペラ
モーター ➡ 反対側の過マンガン酸カリウム水溶液を
浸した炭素棒」と，導線を電子が流れたのでプロペラ
モーターが回転したということが確認できた。つまり，
電子の受け渡しを目で見て観察できたことになる！

★自分で“探究”してみよう！
◦いろいろな酸化還元反応について，各原子の酸化数の変化を確認して，
酸化と還元を確かめてみよう。
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