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NaHCO3水溶液

二段滴定・逆滴定 完全攻略チャート①
二段(階)滴定とは？

Image

2NaOH ＋  CO2 → Na2CO3 ＋ H2O

Na2CO3 ＋ CO2 ＋ H2O → 2NaHCO3

水酸化ナトリウムNaOH水溶液に二酸化炭素CO2を吸収させていくと,次のように反応し,少しずつ
炭酸ナトリウムNa2CO3に変わっていく。

その結果,NaOH水溶液は,まずは,NaOH・Na2CO3混合水溶液になり,やがて,Na2CO3水溶液に変わる。

さらに,Na2CO3水溶液に,CO2を吸収させていくと,次にように反応し,少しずつ炭酸水素ナトリウム
NaHCO3水溶液に変わっていく。

NaOH水溶液は強塩基性で,Na2CO3水溶液は比較的強い塩基性,NaHCO3水溶液は弱い塩基性を示す。

NaOH水溶液 NaOH・Na2CO3混合水溶液

Na2CO3・NaHCO3混合水溶液

Na2CO3水溶液

Na2CO3水溶液

そして,これらの中和反応は,滴定曲線(右図参照)中に,pHが急激に変化する
部分(中和点)を２か所もつことから,二段(階)滴定(二段階中和)とよばれる。

入試で出題される二段滴定の計算問題は,次のⅠ～Ⅲの３つのタイプ
をおさえることがポイントとなる。
特に,「Ⅰ.NaOH・Na2CO3混合水溶液タイプ」が最も多く出題されるのでしっかりマスターしよう！

解法はチャート③・④参照Ⅲ.Na2CO3・NaHCO3混合水溶液タイプⅢ.Na2CO3・NaHCO3混合水溶液タイプ

解法はチャート②・③・④参照Ⅰ.NaOH・Na2CO3混合水溶液タイプⅠ.NaOH・Na2CO3混合水溶液タイプ

解法はチャート③・④参照Ⅱ.Na2CO3水溶液タイプⅡ.Na2CO3水溶液タイプ

その結果,Na2CO3水溶液は,まずは,Na2CO3・NaHCO3混合水溶液になり,NaHCO3水溶液に変わる。

よって,これらの水溶液すべては塩基性を示すので,いずれも酸である塩酸HClと中和反応する。
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Na2CO3 は,弱酸の陰イオン CO3
2－と強塩基の陽イオンNa+ からなるが,弱酸や弱塩基のイオンは,

元の酸や塩基に戻りたがる。なぜなら,弱酸や弱塩基は電離しにくいから。(そもそも電離しにくい
から弱酸・弱塩基という) そこで,弱酸の陰イオンは,H2OからH+をもらって元の弱酸に,弱塩基の
陽イオンは,H2OからOH－ をもらって元の弱塩基に戻ろうとする。 
これを反応式で書くと

CO3
2－

 + H2O　　HCO3
－ + OH－→→

つまり,弱酸の陰イオン CO3
2－  の一部は,水中で加水分解され,OH－  を生じるので,Na2CO3水溶液は

塩基性を示す。

この反応を加水分解というこの反応を加水分解という

比較的強い塩基性を示す理由

固体の水酸化ナトリウムNaOHを空気中に放置すると表面がCO2と反応
してNa2CO3になる。そこで,NaOHと不純物のNa2CO3がどのくらいの
割合で混ざっているのかを中和滴定によって求めてみよう！というのが
二段滴定の典型的な問題となる。

NaOH・Na2CO3混合水溶液-HCl滴定曲線
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二段滴定・逆滴定 完全攻略チャート②

Point !

NaHCO3 ＋  HCl → NaCl ＋ H2O ＋ CO2　……③

NaOH＋ HCl → NaCl ＋ H2O　……①
Na2CO3 ＋ HCl → NaHCO3 ＋ NaCl　……②

NaOH・Na2CO3混合水溶液は塩酸HClなどの強酸と中和反応し,この混合水溶液と塩酸の中和反応は,
下記ように２段階で反応する。※２段階というのは,第１段階の反応がほぼ終了してから,第２段階の
反応が始まるということ。塩基が何種類か含まれる溶液に酸を加えると塩基は強いものから反応し,
より強い塩基がほとんどなくなるまでは,より弱い塩基は反応できないと考えてよい。

最も出題率が高い「NaOH・Na2CO3混合水溶液」タイプの解法について詳しく解説する。

の解法

これは,NaOH(OH－)水溶液やNa2CO3(CO3
2－)水溶液の方が,NaHCO3(HCO3

－)水溶液より強い塩基性
を示し,H＋を受けとりやすいためである。
滴定曲線は,右図のようになり,
第１中和点は上記の第１段階の反応の終了点,
第２中和点は上記の第２段階の反応の終了点となる。
第１中和点は,フェノールフタレインの赤色～無色の変色で,
第２中和点は,メチルオレンジの黄色～赤色の変色で判定できる。
☆例えば,最初にNaOHがx(mol)とNa2CO3がy(mol)あったとすると,

Na2CO3 ＋ HCl → NaHCO3 ＋ NaCl　……②

NaOH ＋ HCl → NaCl ＋ H2O　……①
x(mol) x(mol) x(mol) x(mol)

y(mol) y(mol) y(mol) y(mol)

これより,第１中和点から第２中和点までに必要とする塩酸の物質量は y(mol)となる。

y(mol) y(mol) y(mol) y(mol) y(mol)
NaHCO3 ＋  HCl → NaCl ＋ H2O ＋ CO2　……③

最初にあったNaOHの物質量  x(mol)は,
「第１中和点までに要した(滴下した)HClの物質量」－ 「第１中和点～第２中和点までに
　要した(滴下した)HClの物質量」となる！

最初にあったNa2CO3の物質量  y(mol)は,「第１中和点から第２中和点までに要した(滴下した)HClの
物質量  y(mol)」となる！

第１段階

第２段階

つまり

①・②式とも係数はすべて１なので,反応物と生成物の物質量の関係は

Ⅰ.NaOH・Na2CO3混合水溶液タイプⅠ.NaOH・Na2CO3混合水溶液タイプ

第１中和点 第２中和点

0

7

4 メチルオレンジ

フェノールフタレイン

塩酸の
物質量→

黄色

赤色

赤色

無色

x 十 y ( mol)  y ( mol)

↑
pH

となる。

となる。

こっちがスグに求まる！

例えば…　第１中和点までに要したHClの物質量が, ●(mol)
　　　　　第１中和点～第２中和点までに要したHClの物質量が,▲(mol)だったら

NaOHの物質量は,●－▲(mol), Na2CO3の物質量は,▲(mol)

次に２段階目の反応を考えてみる。NaHCO3は,②式で生成したNaHCO3の物質量となるので
当然 y(mol)となる。

これより,第１中和点までに必要とする塩酸の物質量は,x 十 y ( mol)となる。

そして,係数はすべて１なので,反応物と生成物の物質量の関係は

化学反応式の係数比
＝反応した物質量の比

化学反応式の係数比
＝反応した物質量の比

NaOH・Na2CO3混合水溶液-HCl滴定
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ココに注意！

二段滴定・逆滴定 完全攻略チャート⑦

解法の手順

Point !

Ⅱ.二酸化炭素CO2の定量タイプⅡ.二酸化炭素CO2の定量タイプ

二酸化炭素の定量タイプの解法を具体的な例題を用いて解説する。

二酸化炭素を含む混合気体がある。この混合気体の二酸化炭素の物質量を測定するために,次のような実験を
行った。容器に混合気体を標準状態で10 mLとり,1.0×10－2 mol/Lの水酸化バリウム水溶液100 mLに加え,密閉し
てよく振ると炭酸バリウムが白色沈殿した。その上澄み液を10 mLとって,1.0×10－2 mol/Lの塩酸で中和した
ところ18 mLを要した。混合気体中の二酸化炭素の物質量を有効数字２桁で求めよ。

問題例問題例

定量する二酸化炭素の物質量をx( mol ),水酸化バリウムBa(OH)2のモル濃度をC1( mol/L ),
体積をV1( mL ),塩酸HClのモル濃度をC2( mol/L ),体積をV2( mL )とおくと

定量する二酸化炭素の物質量を x ( mol )とおく。

STEP1

STEP2

２価 × C1( mol/L )×
1000

V1 ( L ) ２価 × x( mol )＝ ＋( ) )( ) １価 × C2( mol/L )×
1000

V2 ( L )(

簡単な線分図をかく。

解法は,アンモニアの定量タイプの場合とほぼ同様となるが,二酸化炭素の定量タイプは,一般に
上澄み液をとって滴定する分だけ少し複雑となる。(まれに上澄み液を取らない場合もある。)

「塩基が出すOH－の物質量( mol )」＝「酸が出すH＋の物質量( mol )」

「価数×塩基の物質量( mol )」＝「価数×酸の物質量( mol )」

Ba(OH)2から生じるOH－の物質量( mol )＝ CO2から生じるH＋の物質量( mol )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ＋ HClから生じるH＋の物質量( mol )

逆滴定で考えると

解 答解 答

具体的に置いた文字で考えると

これを解いて,　x ＝1.0×10－4( mol/L )……(答え)

CO2のH＋( mol ) HClのH＋( mol )

Ba(OH)2のOH－( mol )

CO2のH＋( mol ) HClのH＋( mol )

Ba(OH)2のOH－( mol )

2×1.0×10－2×
1000
100

1×1.0×10－2×
1000
18

10
100

2×x＝ ＋ ×

ここで,上澄み液を10 mLとって1.0×10－2 mol/L
の塩酸で中和したところ18 mLを要したが,
もし上澄み液を10 mLとるのではなく,100 mLの
上澄み液すべてを中和したとすると

量的関係式は次のようになる。

上澄み液100mLを中和するには,
HCl(18 ×10)mLが必要となる。

10mLを中和するのに
HCl 18 mLを要した

上澄み液
10 mL

上澄み液
100 mL

上澄み液
100 mL

量的関係は,上澄み液すべてに含まれている
Ba(OH)2水溶液の物質量で考えている！

10( mL ) 10倍の塩酸が必要となるので
100( mL )

＝

CO2

過剰のBa(OH)2

標準溶液

Ba(OH)2

の上澄み液

HCl
標準溶液

BaCO3

Ba(OH)2は２価の塩基

CO2のH＋

Ba(OH)2のOH－ HClのH＋

HClは１価の酸

CO2は水に溶けて炭酸H2CO3

になるので２価の酸
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NaOHとNa2CO3の混合溶液に強酸(HCl)などの
水溶液を加えると,まず,
NaOH ＋ HCl  → NaCl ＋ H2O
Na2CO3 ＋ HCl → NaHCO3 ＋ NaCl
の２つの反応が起こる。次に,Na2CO3がなくなると
上記の反応で生成した
NaHCO3が
NaHCO3 ＋  HCl  → NaCl ＋ H2O ＋ CO2

の反応をする。

解 答解 答

必要があれば,原子量をH＝1.00,C＝12.0,O＝16.0,Na＝23.0として計算しなさい。
炭酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムを不純物として含む純度75.0％の水酸化ナトリウム10.0g
を水に溶かして1000mLの水溶液を作成した。この水溶液を10.0mL取り,フェノールフタレインを
加えた後,1.90×10－1mol/Lの塩酸で滴定したところ,指示薬の変色までに10.0mLが必要であった。
さらに,メチルオレンジを加えて滴定を続けると,メチルオレンジの変色までに1.50mLを要した。
上記の実験について,以下の問いに答えなさい。
(１)　フェノールフタレイン変色時までに起こった反応を化学反応式で記しなさい。
(２)　フェノールフタレイン変色後からメチルオレンジ変色時までに起こった反応を化学反応式
　　　で記しなさい。
(３)　水酸化ナトリウム10.0g中に含まれていた不純物である炭酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウ
　　　ムはそれぞれ何gであるか答えなさい。

Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題　慶應大学(2013 医学部)①

100
75.0

×10.0  ＝7.5 ( g )

(１)　NaOH ＋ HCl  → NaCl ＋ H2O　
　　　Na2CO3 ＋ HCl  → NaHCO3 ＋ NaCl　

(２)　NaHCO3 ＋  HCl  → NaCl ＋ H2O ＋ CO2　

試料中のNaOH(式量：40.0)の質量は,

NaOH　 ＋  　 HCl  　  →  NaCl   ＋  H2O　……①

Na2CO3   ＋   HCl        →  NaHCO3 ＋ NaCl　……②

となる。これより,第１中和点までに要した塩酸の滴下量は,

問題文「フェノールフタレインを加えた後,…指示薬の変色
までに10.0mLが必要であった。」より

(３)

40.0
7.5

1000
10.0

×
40.0
7.5

1000
10.0

×

また,試料中のNa2CO3(式量：106.0)の質量をx(g),NaHCO3(式量：84.0)の質量をy(g)とする。
(１)より,第１中和点まで(フェノールフタレインの変色まで)の反応は,
①・②式とも係数はすべて１なので,混合溶液中(10.0mL)の
反応物と生成物の物質量の関係は次のようになる。

(mol)

(mol)1000
10.0

×
106.0

x
1000
10.0

×
106.0

x
1000
10.0

×
106.0

x

よって,

40.0
7.5

1000
10.0

×
106.0

x
＋ ( mol)となる。( )

これを解いて,　x＝0.265(g) ……(答え)

1000
10.0

1.90×10－1×
40.0
7.5

1000
10.0

×
106.0

x
＋( ) ＝

NaOHNa2CO3,
NaHCO3

10.0g

75％

1000mL

10.0mL

溶かす前の物質量 1000mL中から10mL取り出したので

溶かす前の物質量 1000mL中から10mL取り出したので

略 略

略

化学反応式の係数比＝反応した物質量の比

物質量(mol)は

になっている

倍
1000
10.0
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解 答解 答

Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題　慶應大学(2013 医学部)②

となる。これより,第１中和点～第２中和点までに要した塩酸HClの滴下量は, 

次に,第１中和点～第２中和点までの反応について,
②式の反応で生成したNaHCO3の物質量は, 

NaHCO3 　　　　＋ 　　　　 HCl　　    　　　→   NaCl  ＋  H2O   ＋    CO2　……③

(mol)
1000
10.0

×
84.0

y

(mol)
1000
10.0

×
106.0

x
＝

1000
10.0

×
106.0
0.265

(mol)
1000
10.0

×
84.0

y( )1000
10.0

× ＋
106.0
0.265

1000
10.0

×
84.0

y( )1000
10.0

× ＋
106.0
0.265

1000
10.0

×
84.0

y( )1000
10.0

× ＋
106.0
0.265

もとの試料にあったNaHCO3の物質量は

これと合わせて,

(１)より,第１中和点～第２中和点まで(メチルオレンジの変色まで)の反応は,
係数比はすべて１：１なので,混合溶液中(10.0mL)の物質量(mol)は次のようになる。

1000
10.0

×
84.0

y( )1000
10.0

× ＋
106.0
0.265 ( mol)となる。

よって,

これを解いて,　y＝2.18(g) ……(答え)

NaOHNa2CO3,
NaHCO3

10.0g

75％

1000mL

10.0mL

略 略 (mol)略

問題文「メチルオレンジを加えた後,…指示薬の変色
までに1.5mLが必要であった。」より

求めた x＝0.265 を代入

1000
10.0

×
84.0( )1000

10.0
× ＋

106.0
0.265

1000
1.50

1.90×10－1×＝
y

物質量(mol)は

になっている

倍
1000
10.0
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解 答解 答

問１　炭酸ナトリウムの水溶液を塩酸で中和滴定するときに起こる１段階,２段階の反応を,化学
　　　反応式で書きなさい。また,それぞれの段階の中和反応を確認するのに適切な指示薬を次の
　　　語群から選び,答えなさい。
<語群>　メチルオレンジ,�ブロモチモールブルー(BTB),メチルレッド,フェノールフタレイン

問２　炭酸ナトリウムを水に溶かし,約0.1mol/Lの炭酸ナトリウム水溶液を調製した。
　　  この溶液10.0mLを三角フラスコに入れたのち,0.100mol/Lの塩酸で中和滴定を行った。
　　　このとき炭酸ナトリウム水溶液の濃度が正確に0.100mol/Lであったとすると,問１で答えた
　　　第２段階までの全ての中和に必要な塩酸は何mLとなるか,有効数字２桁で答えなさい。
　　　計算過程も示しなさい。

Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題　首都大学東京 (2013 都市教養 )

Na2CO3 ＋ 2HCl  → 2NaCl ＋ H2O ＋ CO2

Na2CO3水溶液：0.100( mol/L )
10( m/L )

塩酸：0.100( mol/L )

1000
10.0

× ×0.100 2
1000

x 
×0.100＝

これを解いて,x ＝  20(mL) ……(答え)

Na2CO3は水に溶かすと加水分解して塩基性を示し,
酸に対しては２価の塩基として働く。
塩酸とは２段階で反応が起こり,右図のように２か所で,
pHが大きく変化する滴定曲線が得られる。
この滴定において,第一段階の終了はフェノールフタレイン
第二段階の終了はメチルオレンジの変色で判定できる。

問１

問２

１段階 …… Na2CO3 ＋ HCl  → NaHCO3 ＋ NaCl

指示薬 …… フェノールフタレイン

２段階 …… NaHCO3 ＋  HCl  → NaCl ＋ H2O ＋ CO2

指示薬 …… メチルオレンジ

問１の２つの式をまとめると次の式となる。

これより,1molのNa2CO3に対して2molのHClが反応する。
よって,求めるHClの体積を x(mL)とすると

第１中和点 第２中和点

0

7

4 メチルオレンジ

フェノールフタレイン

塩酸の
物質量→

↑

黄色
赤色

赤色

無色

pH

X( mol) X( mol)

この２つの滴下量は等しい！

Na2CO3２価の塩基として
はたらいている！

化学反応式の係数比＝反応した物質量の比
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解 答解 答

文章Ⅰの滴定において大気中の二酸化炭素の影響はないものとする。
(文章Ⅰ)　　(a)水酸化ナトリウムに二酸化炭素を通じて,水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの
混合物を得た。(b)この混合物に水を加えて正確に500mL水溶液とし,そのうちの10.0mLを三角
ラスコ(またはコニカルビーカー)に移した。さらに,この容器内に,次の(あ),(い)の順で塩酸を
滴下した。
(あ)　容器内に指示薬Aを加えた後に0.10mol/L塩酸を滴下したところ,滴下量が10.0mL
　　　になったときに溶液の色が赤から無色に変化した。
(い)　(あ)の操作後,容器内にメチルオレンジ水溶液を指示薬として加え,ついで0.10mol/L塩酸を
　　　滴下したところ,滴下量が6.0mLになったときに溶液の色が変化した。

問１　下線部(a)において,水酸化ナトリウムから炭酸ナトリウムが生成する反応を,化学反応式
　　　で記せ。
問２　(あ)の滴定において,適切な指示薬Aの名称を記せ。
問３　(い)の滴定において,観察される溶液の色の変化を記せ。
問４　(い)の滴定で起こった中和反応を,化学反応式で記せ。
問５　下線部(b)の水溶液中の水酸化ナトリウムのモル濃度を記せ。

問１

問２　フェノールフタレイン

問３　黄色から赤色

問４　NaHCO3 ＋  HCl  → NaCl ＋ H2O ＋ CO2

Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題 長崎大学(2013 後期 工)一部改①

(あ)の操作(第１中和点)は,フェノールフタレインの
赤色から無色の変色で確認できる。
(い)の操作(第２中和点)は,メチルオレンジの
黄色から赤色の変色で確認できる。

NaOHとNa2CO3の混合溶液に強酸(HCl)などの
水溶液を加えると,まず,
NaOH ＋ HCl  → NaCl ＋ H2O
Na2CO3 ＋ HCl → NaHCO3 ＋ NaCl
の２つの反応が起こる。次に,Na2CO3がなくなると
上記の反応で生成したNaHCO3が
NaHCO3 ＋  HCl  → NaCl ＋ H2O ＋ CO2

の反応をする。

2NaOH ＋ CO2  → Na2CO3 ＋ H2O

水酸化ナトリウムから炭酸ナトリウムが生成する反応は,次のようになる。
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問５

Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題 長崎大学(2013 後期 工)一部改②

NaOH,Na2CO3

混合物

500mL

10.0mL

混合水溶液中(10mL)のNaOHの物質量をx(mol),Na2CO3の物質量を
y(mol)とすると,第１中和点までの反応は,①・②式とも係数は
すべて１なので,反応物と生成物の物質量の関係は

NaOH ＋ HCl → NaCl ＋ H2O　……①
x(mol) x(mol) x(mol) x(mol)
Na2CO3 ＋ HCl → NaHCO3 ＋ NaCl　……②

NaOH ＋ HCl → NaCl ＋ H2O　……①

Na2CO3 ＋ HCl → NaHCO3 ＋ NaCl　……②
y(mol) y(mol) y(mol) y(mol)

となる。
これより,第１中和点までに要する塩酸の滴下量は,x 十 y ( mol)となる。

となる。
これより,第１中和点～第２中和点までに要する塩酸HClの滴下量は, y ( mol)
となる。

次に,第１中和点～第２中和点までの反応は,②式で生成したNaHCO3の
物質量は  y (mol)となり,係数比は１：１なので

y(mol) y(mol) y(mol) y(mol) y(mol)
NaHCO3 ＋  HCl → NaCl ＋ H2O ＋ CO2　……③

上記より

x 十 y ＝「 第１中和点まで(フェノールフタレインの変色点まで)に要するHClの物質量」
　　　　　　y ＝「第１中和点～第２中和点まで(メチルオレンジの変色点まで)に要するHClの物質量」

1000
6.0 ＝ 6.0×10-4(mol)より0.10×

本実験で,第１中和点までに要したHClの物質量は,

x  ＝「第１中和点まで(フェノールフタレインの変色点まで)に要したHClの物質量」－ y

     ＝  1.0×10-3 －6.0×10-4＝ 4.0×10-4(mol)

1000
10.0

＝ 1.0×10-3(mol)0.10×

NaOHのモル濃度(mol/L)は

1000
104.0×10-4÷ ＝ 4.0×10-2(mol/L)……(答え)

{

問題文「指示薬Aを加えた後に0.10mol/L塩酸を滴下したところ,滴下量が
10.0mLになったときに溶液の色が赤から無色に変化した。」より

∴　 y ＝ 6.0×10-4(mol)

第１中和点 第２中和点

0

7

4 メチルオレンジ

フェノールフタレイン

塩酸の
物質量→

↑

黄色
赤色

赤色

無色

pH

x 十 y ( mol)  y ( mol)

解法①：モル濃度は,溶液1L中に含まれる溶質の物質量
        より,溶液1L中に含まれる溶質の物質量を求め
        れば,その値が答えとなる！
解法②：「溶質の物質量[mol]」÷「溶液の体積[L]」
        を計算する。

モル濃度[mol/L]

問題文「メチルオレンジ水溶液を指示薬として加え,ついで0.10mol/L
塩酸を滴下したところ,滴下量が6.0mLになったときに溶液の色が
変化した。」より

となる。本実験で,第１中和点～第２中和点までに要したHClの物質量は,

NaOH x(mol),
Na2CO3  y(mol)
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問１　炭酸ナトリウムの水溶液を塩酸で中和滴定するときに起こる１段階,２段階の反応を,化学
　　　反応式で書きなさい。また,それぞれの段階の中和反応を確認するのに適切な指示薬を次の
　　　語群から選び,答えなさい。
<語群>　メチルオレンジ,�ブロモチモールブルー(BTB),メチルレッド,フェノールフタレイン

問２　炭酸ナトリウムを水に溶かし,約0.1mol/Lの炭酸ナトリウム水溶液を調製した。
　　  この溶液10.0mLを三角フラスコに入れたのち,0.100mol/Lの塩酸で中和滴定を行った。
　　　このとき炭酸ナトリウム水溶液の濃度が正確に0.100mol/Lであったとすると,問１で答えた
　　　第２段階までの全ての中和に必要な塩酸は何mLとなるか,有効数字２桁で答えなさい。
　　　計算過程も示しなさい。

Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題　首都大学東京 (2013 都市教養 )
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文章Ⅰの滴定において大気中の二酸化炭素の影響はないものとする。
(文章Ⅰ)　　(a)水酸化ナトリウムに二酸化炭素を通じて,水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの
混合物を得た。(b)この混合物に水を加えて正確に500mL水溶液とし,そのうちの10.0mLを三角
ラスコ(またはコニカルビーカー)に移した。さらに,この容器内に,次の(あ),(い)の順で塩酸を
滴下した。
(あ)　容器内に指示薬Aを加えた後に0.10mol/L塩酸を滴下したところ,滴下量が10.0mL
　　　になったときに溶液の色が赤から無色に変化した。
(い)　(あ)の操作後,容器内にメチルオレンジ水溶液を指示薬として加え,ついで0.10mol/L塩酸を
　　　滴下したところ,滴下量が6.0mLになったときに溶液の色が変化した。

問１　下線部(a)において,水酸化ナトリウムから炭酸ナトリウムが生成する反応を,化学反応式
　　　で記せ。
問２　(あ)の滴定において,適切な指示薬Aの名称を記せ。
問３　(い)の滴定において,観察される溶液の色の変化を記せ。
問４　(い)の滴定で起こった中和反応を,化学反応式で記せ。
問５　下線部(b)の水溶液中の水酸化ナトリウムのモル濃度を記せ。

Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題 長崎大学(2013 後期 工)一部改①
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数値は特に指示のない限り有効数字３桁で表せ。水酸化ナトリウムNaOHと炭酸ナトリウムNa2CO3

の混合水溶液20.00mLを,0.100mol/L塩酸標準溶液を用いて滴定したとする。
まず,フェノールフタレイン(変色域pH8.0～9.8)を指示薬として加え,液の色が赤色から無色に変化
するまで滴定したとき,これに要した0.100mol/L塩酸標準溶液の体積は16.00mLであった。
次に,この液にメチルオレンジ(変色域pH3.1～4.4)を加え,液の色が黄色から赤色に変わるまで
さらに滴定したとき,要した0.100mol/L塩酸標準溶液の体積(さらに要した体積)は4.00mLであった。
これらの結果より,混合水溶液中のNaOHとNa2CO3のモル濃度をそれぞれ求めよ。

Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題　徳島大学(2012 総合 歯 薬)
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　水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの混合物を水に溶かして100mLの水溶液をつくり,
その水溶液10.0mLずつを別々の容器に分けとった。そのうちの1つに,メチルオレンジを指示薬
として加え,1.00mol/Lの塩酸で滴定したところ,溶液が変色するまでに塩酸16.2mLを要した。
もう1つの容器には,十分な塩化バリウム水溶液を加え,フェノールフタレインを指示薬として,
1.00mol/Lの塩酸で滴定した。このとき溶液が変色するまでに塩酸12.2mLを要した。これらの
実験結果から,はじめの混合物中の水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの質量を求め,
有効数字２桁で答えよ。NaOHの式量は40,Na2CO3の式量は106とする。

Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題　同志社大学(2011 生命医科)①
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Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題　甲南大学(2011 理工)①

問１ 水酸化ナトリウムと二酸化炭素から炭酸ナトリウムが生成する反応を,化学反応式で記せ。
問２ (a)　～　(c)　に当てはまる語句を記せ。
問３ [実験1]について,以下の問いに答えよ。
１) フェノールフタレインが無色透明となるまでに滴下された塩酸に含まれる塩化水素は
　　何molか。有効数字３桁で求め,数値を記せ。
２) １)で求めた値と同じ値となるものを,以下の〔解答群〕(ｱ)～(ｳ)の中から選び,記号で記せ。
　〔解答群〕(ｱ)　試料中の水酸化ナトリウムの物質量　(ｲ)　試料中の炭酸ナトリウムの物質量
　　　　　　(ｳ)　試料中の水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの物質量の合計
３) フェノールフタレインが無色透明となった点から,メチルオレンジの色が変化した点の間に
　　滴下された塩酸に含まれる塩化水素は何molか。有効数字３桁で求め,数値を記せ。
４) ３)で求めた値と同じ値となるものを,以下の〔解答群〕(ｱ)～(ｳ)の中から選び,記号で記せ。
　〔解答群〕　(ｱ)　試料中の水酸化ナトリウムの物質量　(ｲ)　試料中の炭酸ナトリウムの物質量
　　　　　　　(ｳ)　試料中の水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの物質量の合計
５) これより,この試料に含まれていた①水酸化ナトリウムおよび②炭酸ナトリウムの質量は
　　何mgか。それぞれ有効数字３桁で求め,数値を記せ。

必要があれば次の数値を用いること。原子量H＝1.00,C＝12.0,O＝16.0,Na＝23.0
水酸化ナトリウムは長期間保存すると,空気中の二酸化炭素と反応し,炭酸ナトリウムへと徐々に
変化する。このようにして生成した水酸化ナトリウム中の炭酸ナトリウムを定量するための滴定法
として,以下に示されるワルダー法が知られている。
[実験１]　炭酸ナトリウムを含んだ水酸化ナトリウム約100mgを水25.0mLに溶かし,これにフェノー
ルフタレインを加えて0.100mol/L塩酸により滴定したところ,20.70mL滴下したところで液が　
 (a) 色から無色透明となった。続いてメチルオレンジを加えてさらに滴定を続けたところ,
2.50mL滴下したところで液が　(b)　色から　(c)　色へと変化した。なお,0.100mol/L水酸化ナ
トリウム水溶液10.0mLに0.100mol/L塩酸を滴下していったときの中和滴定曲線は,図1の通りとなる。

一方,0.100mol/L炭酸ナトリウム水溶液10.0mLに0.100mol/L塩酸を滴下していったときには,
図２のような二段階の中和滴定曲線となる。第一段階では炭酸ナトリウムが塩化水素と中和反応を
起こし,炭酸水素ナトリウムへと変化する。また第二段階では,生成した炭酸水素ナトリウムが
さらに塩化水素と中和反応を起こし,最終的に塩化ナトリウムと水および二酸化炭素を与える。 
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Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題　同志社大学(2009 理工)

原子量は,H＝1.00,C＝12.0,O＝16.0,Na＝23.0とする。　
不純物を含む炭酸ナトリウムの純度を決定するために,試料1.00gを水に溶かし全量を100mLとし,
そこから10.0mLをコニカルビーカーにとり0.100mol/Lの塩酸を用いて中和滴定を行った。
塩酸の滴下量とpHの関係は,図１のようになった。不純物は塩酸と反応しないものとして,
次の問いに答えよ。 
(ⅰ) 領域Ⅰおよび領域Ⅱでおこる反応の化学反応式をそれぞれ示せ。
(ⅱ) 領域Ⅰおよび領域Ⅱの反応における終点をそれぞれ第一終点
　　 および第二終点とする。
　　 第一終点および第二終点を知るための指示薬に関して,
　　 適切なものを次の(a)～(d)から選べ。
(a)　第一終点の指示薬としてフェノールフタレインを,第二終点
　　 の指示薬としてメチルオレンジを選ぶ。
(b)　第一終点の指示薬としてメチルオレンジを,第二終点の指示薬
　　 としてフェノールフタレインを指示薬として選ぶ。
(c)　第一終点および第二終点のいずれもフェノールフタレインを,指示薬として選ぶ。
(d)　第一終点および第二終点のいずれもメチルオレンジを,指示薬として選ぶ。
(ⅲ) 領域Ⅰおよび領域Ⅱの反応の終点までに要した0.100mol/Lの塩酸の滴下量はそれぞれ
　　 8.00mLおよび16.00mLであった。試料1.00g中に含まれる炭酸ナトリウムの質量[g]を有効数字
          ２桁で答えよ。
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標準状態で11.2Lの二酸化炭素を1.0mol/Lの水酸化バリウム水溶液1.0Lに完全に吸収させた。
二酸化炭素の吸収により生成した① 不溶性物質をろ過した後に,得られたろ液2.5mLを採取
して純水で10倍に希釈した。この水溶液にフェノールフタレイン溶液を加えてよくかくはん
した後,② 0.10mol/Lの塩酸を徐々に加えてかくはんしたところ,塩酸 x [mL]を加えたところ
で水溶液の色が③ 無色に変化した。

(１)　下線部①の物質はどのような物質と考えられるか。その物質の組成式を答えなさい。
(２)　生成した下線部①の物質量は何molか,答えなさい。
　　　ただし,二酸化炭素を吸収させて速やかに生成する物質は１種類であり,その他の物質は
　　　生成しないものとする。また,生成した物質は水に溶解しないものとする。
(３)　下線部②の操作の際に起こる反応の反応式を答えなさい。
(４)　下線部③について,変化する前の色を答えなさい。
(５)　 x [mL]はいくらか,答えなさい。

Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題　鹿児島大学 (2013 理 医 歯 農 工)①
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塩化アンモニウムと水酸化カルシウムを混合,加熱して,アンモニアを発生させた。
この発生したアンモニアを0.500mol/Lの硫酸水溶液100mLに完全に吸収させ,0.500mol/Lの
水酸化ナトリウム水溶液で滴定した。ただし,発生する気体はアンモニアのみであるとする。

問１  アンモニアの捕集法として適切なものを選び,その記号を記せ。
　　  a　水上置換　　b　下方置換　　c　上方置換
問２  滴定において中和に要した水酸化ナトリウム水溶液の体積は100mLであった。
　　  発生したアンモニアの体積は標準状態で何Lかを求め,有効数字3桁で記せ。
問３  この実験における指示薬として最も適切なものを以下の中から選び,その記号を記せ。
            a  メチルオレンジ   b  ブロモチモールブルー   c  フェノールフタレイン

Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題　岡山大学 (2012 理 工 医 歯 薬)略
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必要があれば次の値を使うこと。原子量：H＝1,N＝14
ある食品50mgを水酸化ナトリウムとともに熱して分解させ,含まれている窒素をすべてアン
モニアに変えた。そのアンモニアのすべてを0.025mol/Lの硫酸20.0mLに吸収させ,0.050mol/Lの
水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ,16.0mLを要した。
問１　硫酸に吸収されたアンモニアは何mgか。有効数字２桁で答えよ。
問２　この食品に含まれている窒素は何％か。有効数字２桁で答えよ。

Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題　三重大学 (2012 工)
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炭酸ナトリウムの無水物のみを不純物として含む炭酸水素ナトリウムについて,炭酸水素ナトリ
ウムの純度を求める実験を次のように行った。
(１)　炭酸ナトリウムの無水物を不純物として含む炭酸水素ナトリウム0.10gを十分に加熱し,
      発生する気体を1.0×10－2mol/L水酸化バリウム水溶液100mLに通じて,すべての気体を反応
      させた。
(２)　反応液をろ過して沈殿を取り除いた。
(３)　ろ液10.0mLをとり,1.0×10－2mol/L塩酸で滴定した。10.0mLを加えたところで,中和点に
      達した。 
炭酸水素ナトリウムの純度を重量パーセントで求めよ。
炭酸水素ナトリウムの式量は84とする。

Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題　滋賀医科大学 (2013  医)①
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解 答解 答

標準状態(0℃,1.0×105Pa)の気体1molの体積は22.4Lとする。
地球は,総質量5.3×1018kgの大気に覆われている。大気(空気)の主成分は窒素と酸素であり,
ほかにアルゴン,水蒸気,二酸化炭素,ネオン,ヘリウム,メタンなどが含まれている。
このなかで,近年,地球温暖化に影響を与える温室効果ガスとして,二酸化炭素とメタンが
注目されている。　
　二酸化炭素はメタンに比べて水に溶けやすい。地球の表面積の約7割を占める海洋には,
二酸化炭素が大量に溶解している。
次の操作１～３の結果から,大気中の二酸化炭素の体積百分率は3.7×10－2％であることがわかった。
操作１：気体捕集器に大気を採取した。
操作２：採取した大気を0.100mol/L水酸化バリウム水溶液50.0mLに吸収させた。このとき,
　　　　白色の沈殿が生じた。
操作３：白色の沈殿をろ過した後の塩基性の水溶液に0.300mol/L塩酸を滴下した。中和するのに
　　　　33.0mLを要した。
問　操作１で採取した大気の体積は，標準状態(0℃,1.0×105Pa)で何Lか。最も近い値をa)～e)
　　から１つ選べ。ただし，水酸化バリウム水溶液に吸収された気体は二酸化炭素のみである。
    a)　1×10－3　　　b)　1　　　c)　3　　　d)　13　　　e)　300

Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題　上智大学 (2013 理工)一部略①
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解 答解 答

原子量は,N＝14 とする。数値は有効数字２桁で答えなさい。
単純タンパク質の窒素含有量を求めるため,以下の操作を行った。単純タンパク質1.0gを含む
溶液に適当な試薬を加えて加熱したところ,タンパク質中の窒素はすべてアンモニアに変化し,
アンモニアガスを生じた。このアンモニアガスを0.36mol/L硫酸50mLにすべて吸収させ,残って
いる硫酸を1.0mol/L水酸化ナトリウム水溶液で中和滴定したところ24mLを要した。

(１)　このような滴定では,pH3.1から4.4付近に変色域をもつ指示薬がよく利用される。
　　　この指示薬の名称を答えなさい。
(２)　0.36mol/L硫酸50mLに吸収されたアンモニアの物質量[mol]を答えなさい。
(３)　この単純タンパク質の窒素含有量を質量パーセント濃度[％]で答えなさい。

Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題　大阪薬科大学 (2009 薬)一部改
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解 答解 答

筋肉1.00gに含まれるタンパク質の含量を求めるために,タンパク質中の窒素をすべてアンモニア
に変換して5.00×10－2mol/Lの希硫酸50.0mL中に完全に吸収させた。この水溶液の残りの硫酸を
中和するのに,0.100mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液21.7mLが必要であった。タンパク質が質量
パーセント濃度で18.0％の窒素を含んでいる場合に,この筋肉に含まれているタンパク質の質量
パーセント濃度[％]を,有効数字３桁で求めよ。また,計算過程も示せ。窒素の原子量は14とする。

Theme 二段滴定・逆滴定に関する問題　岩手大学 (2009 工 農)
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