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　次の文の 　 に適当な語句，物質名，イオン反応式を入れよ。

　金属は，水溶液中で陽イオンになろうとする傾向がある。これを金属の

　　　　　　　　 といい，亜鉛，銅，銀をこの傾向の大きいものから順に並べると

　　　　 ＞ 　　　　 ＞ 　　　　 になる。

　硝酸銀水溶液に銅板を浸すと，銅板の表面が灰色に変わる。これは銅の が銀のそ

れよりも大きいため，水溶液中の銀イオンが銅から 　　　　 を受け取り，銅板上に銀

が析出したのであり，この変化はイオン反応式で 　　　　　　　　　　　　　　　　

と表される。

　また，亜鉛は塩酸と反応して 　　　　 を発生するが，これは亜鉛の が

よりも大きいためであり， より が小さい銅や銀は塩酸と反応しない。

20

　次の ア～キ の反応において，酸化還元反応ではないものをすべて選べ。また，下線

部①～⑩の物質を次のように分類し，記号を書け。

　酸化剤……　　　還元剤……　　　　酸化剤 還元剤を含まない……

　　　　　　　　　　　　　　　　　　酸化還元反応ではないもの： 　　　　　　　

　① 　　　　　② 　　　 　　③ 　　　 　　④ 　　　 　　⑤ 　　　 　　⑥ 　　　

　⑦ 　　　　　⑧ 　　　 　　⑨ 　　　 　　⑩ 　　　

①
ア　

③②
イ　

④ ⑤ ⑥
ウ　

⑦
エ　

⑧
オ　

⑨
カ　

⑩
キ　

21

　過酸化水素は硫酸酸性水溶液中で過マンガン酸カリウムと反応するが，このとき過酸化

水素は①式のように ア 剤としてはたらき，過マンガン酸イオンは②式のよう

にイ 剤としてはたらく。

　　　 　　　　　　　　　　　　　 ①

　　　 　　　　　　　　②

　また，過酸化水素は酸性水溶液中でヨウ化カリウムと反応するが，このとき過酸化水素

は③式のようにウ 剤としてはたらき，ヨウ化物イオンは④式のように

エ 剤としてはたらく。

　　　 　　　　　　　　　　　 ③

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④

　ア～エの 内に適当な語句を記せ。

　 ～ の 内に適当な化学式あるいは電子 を，係数を含めて記せ。

　市販の過酸化水素水を正確に 倍にうすめ，その を三角フラスコにとり，

　希硫酸と蒸留水を加えた。この溶液に，よく振り混ぜながら の過マンガ

　ン酸カリウム水溶液を少しずつ加えたところ， で酸化還元反応が終了した。

　この結果より，市販の過酸化水素水中の過酸化水素のモル濃度 を有効数字

　桁で求めよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

　 の実験における滴定の終点は，どのように判定されるか。

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 の実験において，硫酸のかわりに塩酸あるいは硝酸を用いることができるか。そ

　れぞれ，理由とともに述べよ。
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　次のように酸化還元滴定の実験 と実験 を行った。

①実験 　 のヨウ素水溶液 ヨウ化カリウムを含む に，　ある一定

　量の二酸化硫黄をゆっくりと通し反応させた。この反応溶液中に残ったヨウ素を定量

　するため，デンプンを指示薬として加え， のチオ硫酸ナトリウム水溶液

②　で滴定した。 を加えたときに，　溶液の色が変化した。

③実験 　 濃度不明の過酸化水素水 に，過剰量のヨウ化カリウムの硫酸酸性水溶

　液を加えたところ，ヨウ素が遊離した。この反応溶液中に，デンプンを指示薬として

　加え， のチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定したところ， を加えた

　ときに溶液の色が変化した。

　ただし，実験 および 実験 において，ヨウ素とチオ硫酸ナトリウムとは，式 の

ように反応する。

　　　 　　　　　　　　　　　　　　 … 式

　次の化学式 ～ について，　 内の原子の酸化数を答えよ。

　 　 　　 　 　　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　

　下線部①の二酸化硫黄の反応を，電子 を含むイオン反応式で示せ。

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　下線部①で反応した二酸化硫黄の物質量 を求め，有効数字 桁で示せ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　

　下線部②の溶液の色の変化を答えよ。ただし，色の名称は次の表記を用いよ。

　　　無色　　橙赤色　　青紫色　　黄緑色

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　

　下線部③の過酸化水素水の濃度 を求め，有効数字 桁で示せ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　

23

　シュウ酸二水和物 を水に溶かし全量を に希釈した。①この溶液

をとり，硫酸酸性にして濃度未知の過マンガン酸カリウム水溶液で滴定した。溶液が薄

い赤紫色になるまでに要した過マンガン酸カリウム水溶液の量は であった。次

に，②消毒用の過酸化水素水の希薄水溶液 をとり，硫酸酸性にして上記の過マ

ンガン酸カリウム水溶液で滴定したところ を要した。

　過マンガン酸カリウム水溶液の濃度 を有効数字 桁で答えよ。ただし，

　 ， ， とする。　　　　　　　　　　　 　　　　　　　

　消毒用の過酸化水素水の濃度 を有効数字 桁で答えよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　

　文中の下線部①，下線部②の化学反応式を示せ。

　①
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　②
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　この実験において液量の測定に必要な実験器具を 種類記せ。

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　， 　　　　　　　　， 　　　　　　　　 　

　過マンガン酸カリウム水溶液を酸性にするのに，硫酸を用いる理由を説明せよ。
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　次の問いに答えよ。

　次の文の 　 に適当な語句を， 　 に化学式を入れよ。

　　アレーニウスの定義によると，酸とは水溶液中で電離して 　　　　 イオン

　 　　　 またはオキソニウムイオン 　　　　 を生じる物質であり，塩基とは水溶

　液中で 　　　　　　 イオン 　　　　 を生じる物質である。

　　一方，ブレンステッド ローリーの定義によると， 　　　 とは 　　　　 イオン

　 　　　 を他の物質に与える物質であり， 　　　　 とは 　　　　 イオン

　 　　　 を他の物質から受け取る物質である。

　次の反応において，酸，塩基はそれぞれ何か。

　①　 　　　　　　　酸 　　　　 　　塩基 　　　　

　②　 　　　 酸 　　　　 　　塩基 　　　　

25

　シュウ酸二水和物 ･ の結晶 を水に溶かして にした。こ

のシュウ酸水溶液を とり，水酸化ナトリウム水溶液を 滴下したところ，中和

点までに を必要とした。 ， ，

　操作 ， ， に用いる器具の名称を記せ。

　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　

　指示薬として適当なのは，メチルオレンジ フェノールフタレインのいずれか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　水酸化ナトリウム水溶液のモル濃度を求めよ。　　　　　　 　　　　　　

26

　 の硫酸 と の水酸化ナトリウム水溶液 を混ぜ

合わせた溶液の を求めよ。混合の前後で水溶液の体積の総和は変わらないものとす

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　

27

　ある濃度のアンモニア水 に の硫酸 を加えたところ，溶液

は酸性になった。この過剰の硫酸を の水酸化ナトリウム水溶液で中和するの

に が必要であった。最初のアンモニア水の濃度は何 か。
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　中和滴定に用いる器具について問いに答えよ。

　酢酸水溶液 の濃度を知るため，その を器具 を用いてとり，器具 に

　入れ，器具 に入れた水酸化ナトリウム水溶液 を滴下して中和滴定をしたい。器

　具 ， ， を ア～カ から選べ。また器具の名称も答えよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

ア イ ウ エ オ カ

　器具 ， ， が水でぬれている場合，どのように使用したらよいか。次より選

　べ。　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　

　ア　熱風を当ててよく乾かしてから使用する。

　イ　少量の で数回すすいでから，ぬれたまま使用する。

　ウ　少量の で数回すすいでから，熱風を当ててよく乾かしてから使用する。

　エ　少量の で数回すすいでから，ぬれたまま使用する。

　オ　少量の で数回すすいでから，熱風を当ててよく乾かしてから使用する。

　カ　水でぬれたまま使用する。

29

　次の図 ～ は， の酸の水溶液 に の塩基の水溶液を加

えていったときの滴定曲線である。これらの図に該当する酸と塩基の組合せを Ⅰ 欄から，

指示薬の用い方として正しいものを Ⅱ 欄からそれぞれ選べ。

滴下量 滴下量 滴下量

滴下量 滴下量

Ⅰ　ア　 　　　　 イ　 　　　 ウ　

　　 エ　 　 オ　 　　 カ　

Ⅱ　 　メチルオレンジ　　 　フェノールフタレイン

　　 　メチルオレンジまたはフェノールフタレインのいずれでもよい

　　 　メチルオレンジもフェノールフタレインもともに使えない

　　　Ⅰ　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　

　　　Ⅱ　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　

30

　次の塩のうち，水溶液が酸性を示すもの，塩基性を示すものをそれぞれすべて選べ。

ア　 　　　 イ　 　　　　ウ　 　　　　エ　

オ　 　　カ　
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　炭酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムの混合溶液 から をとり，フェ

ノールフタレインを指示薬として の塩酸を続けて滴下したところ，第 中和

点 までに が必要であった。さらにメチルオレンジを指示薬として塩

酸を滴下したところ，第 中和点から第 中和点 までに の塩酸が必

要であり，第 中和点近くから泡が発生した。

　最初の混合溶液 に含まれていた炭酸水素ナトリウムの質量 と，塩酸滴下時

に発生した気体の標準状態での体積 を求めよ。 ， ， ，

　　　　　　　　　　　炭酸水素ナトリウム 　　　　 　　気体の体積 　　　　

32

　次の問いに答えよ。

　ある酢酸水溶液 に 水酸化ナトリウム水溶液を滴下したところ，

　 で中和点に達した。この酢酸のモル濃度を求めよ。　 　　　　　　

　 の滴定終了後，さらに水酸化ナトリウム水溶液を 滴下した。滴下を開始

　してから合計 滴下する間に，①　 　②　 　③　 　の物質量

　はどのように変化するか。横軸に滴下量 ，縦軸にイオンの物質量をとってグラフ

　で表せ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　① 　

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③　 　

　　　　　　　　　　　　　

33

　次の問いに答えよ。ただし， とする。

　 の塩酸の は， の塩酸の の何倍か。　　　　 　　　　　 倍

　 の塩酸を水で 倍に薄めた溶液の はいくらか。　　　　　　 　　　

　 の塩酸を水で 倍に薄めた溶液のおよその はいくらか。　　 　　　

　 の塩酸 を水で薄めて の塩酸とするとき，必要な水は何 か。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

　 の酢酸水溶液の は である。このときの酢酸の電離度はいくらか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

　 の水酸化ナトリウム水溶液を水で 倍に薄めた溶液の はいくらか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

　 の硫酸 電離度 とする の はいくらか。
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　少量の塩化ナトリウムを含む水酸化ナトリウム を，水に溶かして にした。

このうち をとり， の塩酸で中和したところ， が必要であっ

た。この水酸化ナトリウムの純度は何 か。 ， ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　

35

　次の記述のうち誤りのものはどれか。　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

ア　非金属元素の酸化物には，酸性酸化物が多い。

イ　ブレンステッド ローリーの定義によれば，アンモニウムイオンは水と反応すると

　きに酸としてはたらく｡

ウ　弱酸である酢酸の電離度は，その濃度が薄くなるほど大きくなる。

エ　強酸と強塩基からなる塩は，水溶液中で水と反応する。

オ　 は より塩基性が強い。

36

　次の記述は正しいか，誤りか。 ，

　純粋な水では，水の電離度は で， は である。　　　　　　　　　

　 の塩酸を純粋な水で 万倍に薄めると， は になる。　　 　　　　

　 の塩酸と の塩酸を同体積混合して得られる塩酸の は である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

37

　食酢を水で正確に 倍に薄めた溶液 液とする を とり， 水酸

化ナトリウム水溶液で中和滴定したところ， 必要であった。食酢の密度は

で，食酢中に含まれる酸は酢酸のみとする。 ， ，

　 液の酢酸の濃度は何 か。　　　　　　　　　　 　　　　　　　

　食酢中の酢酸の濃度は何 か。　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　

38

　 ℃， の乾燥空気 と， の水酸化バリウム水溶液

を容器に入れて密封し，よく振ったところ白色に濁った。しばらく放置した後，

溶液をろ過し，ろ液 を の塩酸で滴定したところ， 必要

であった。

　下線部の反応の化学反応式を記せ。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　乾燥空気 に含まれていた二酸化炭素の体積百分率 はいくらか。ただし，

　 ℃， の気体 の体積を とする。　　　　 　　　　　
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