Theme酸化還元 COD測定に関する問題 奈良県立医科大学(2013 後期日程 医)①
COD(化学的酸素要求量)は,水中の汚濁物質(主として有機物)を酸化剤で化学的に分解するとき
に必要となる酸素量のことで,海域や湖沼の水質汚濁に関わる環境基準の項目として重要である。
日本では酸化剤として過マンガン酸カリウムを使用し,その消費量を対応する酸素量に換算して
表す。CODの単位は試料水1L当たりの酸素消費量[mg]で表される。次にCODの測定手順を示す。
以下の文章を読んで設問に答えよ。
原子量は,O＝16とする。
測定手順
手順１ 試料水100mLをコニカルビーカーに入れ,そこに6.0mol/L硫酸10mLを加える(溶液１)。
手順２ 溶液１に5.0×10−3mol/L過マンガン酸カリウム水溶液を10mL加え,100℃で30分加熱する。
加熱する操作の前後で,溶液の色がほとんど変化していないことを確認する(溶液２)。
手順３ 溶液２に12.5×10−3mol/Lシュウ酸(H2C2O4)水溶液を10mL加えよく振り混ぜ,溶液２に
含まれる酸化剤をすべて還元する(溶液３)。
手順４ 溶液３に残存するシュウ酸の量を,5.0×10−3mol/L過マンガン酸カリウム水溶液で滴定
して求める。
手順５ 試料水中の汚濁物質を酸化するために使用した過マンガン酸カリウムの量を求め,
対応する酸素量に換算してCOD値とする。
問１
問２
問３

手順１では硫酸を用いて試料水を希硫酸水溶液としている。硝酸を用いてはいけない理由を
述べよ。
手順２における過マンガン酸イオンの変化を,電子を含むイオン反応式で書け。
CODの測定には酸化剤として過マンガン酸カリウムを使用する。過マンガン酸カリウム
1molは何gの酸素に相当するか,説明を加えたうえで答えよ。ただし,酸素による酸化は次の
ように電子を含むイオン反応式で表される。
O2 ＋ 4H＋ ＋ 4e− → 2H2O

問４
問５

手順３でみられるコニカルビーカー中の色の変化を書け。ただし,その色を示すイオンも
記すこと。
奈良県にある室生ダム湖から採取した試料水のCODをこの測定手順にしたがって測定した
ところ,4.0mg/Lであった。手順４で使用した過マンガン酸カリウム水溶液の滴定量は何mLか。
測定手順をふまえて計算方法を説明し,計算過程を示して有効数字２ケタで答えよ。

解答

日本一わかりやすい解答・解説
は、コチラ
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Theme 酸化還元 COD測定に関する問題 香川大学 (2013 教育 医 工 農)①
次の文章を読み,各問いに答えなさい。計算問題は計算過程を示し,有効数字は３桁まで答え
なさい。ただし,原子量は,O＝16.0,K＝39.1,Mn＝54.9とする。
河川や湖沼,海などの水質汚濁の程度を表す指標の一つにCOD(化学的酸素要求量)がある。
家庭排水などに含まれる有機化合物は,河川の汚濁源の一つであり,この有機化合物を酸化剤で
酸化分解したときに使われる酸化剤の消費量を,酸素を酸化剤として用いた場合の酸素の量
[mg/L]に換算した値がCODである。CODを測定するために,過マンガン酸カリウムを用いて測定を
行った。
操作１ 正確に濃度を求めた5.00×10−3mol/Lシュウ酸(H2C2O4)標準溶液10mLをホールピペット
を用いて正確に量り取り,水10mLと,3.00mol/L硫酸を5mL加えて60℃に加熱し,ビュレット
から濃度がおよそ2×10−3mol/Lの過マンガン酸カリウム溶液を滴下して,滴定を行った。
そのときの過マンガン酸カリウム滴定の平均値は10.96mLであった。
操作２ 試料水50mLをホールピペットを用いて正確に量り取り,3.00mol/L硫酸を5mL加えて,さらに
ビュレットから操作１で濃度を決定した過マンガン酸カリウム溶液を10mL加えて,60℃に
加熱し,十分に反応させた。
操作３ 正確に濃度を求めた5.00×10−3mol/Lシュウ酸標準溶液10mLを加えた。操作１で濃度を
決定した過マンガン酸カリウム溶液で滴定したところ,滴定の平均値は,4.22mLであった。
操作４ 試料水の代わりに蒸留水50mLを用い,操作２,３を行ったところ,滴定の平均値は,1.69mL
であった。
問１ 操作１において,過マンガン酸カリウムとシュウ酸の酸化還元反応の化学反応式を書きなさい。
問２ 操作１において,過マンガン酸カリウムの濃度がいくらになるか求めなさい。
問３ 操作１〜４の結果に基づいてこの試料水のCOD[mg/L]を求めなさい。
解答

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2015

Theme 酸化還元 COD測定に関する問題 神戸薬科大学 (2013 薬)一部改 ①
化学的酸素要求量(COD,chemical oxygen demand)は,水中の有機物を酸化分解するのに必要と
される酸素の量である。CODの測定法の1つは,次のとおりである。
まず試料水中に含まれる有機物を,過剰の過マンガン酸カリウムの硫酸酸性水溶液を加えて
酸化する。次に,加えた過マンガン酸カリウムと過不足なく反応するシュウ酸ナトリウムを加える。
未反応のシュウ酸ナトリウムをさらに過マンガン酸カリウム水溶液で滴定することにより,有機物
の酸化に要した過マンガン酸カリウムの量が求められる。
この過程における過マンガン酸イオンおよびシュウ酸イオンの反応をe−を含むイオン反応式
で書くと,
過マンガン酸イオンの反応：[
ア
] ……(１)
シュウ酸イオンの反応：[
イ
] ……(２)
となる。したがって,式(１)および(２)より,過マンガン酸カリウムとシュウ酸ナトリウムの反応は,
式(３)のように表わすことができる。
2KMnO4 ＋ 5Na2C2O4 ＋ 8H2SO4 → 2MnSO4 ＋ K2SO4 ＋ 5Na2SO4 ＋ 10CO2 ＋ 8H2O ……(３)
一方,酸素分子の反応はe−を含むイオン反応式で書くと,
O2 ＋ 4H＋ ＋ 4e− → 2H2O ……(４)
となる。式(１)と(４)との比較から,試料水中の有機物の酸化に要した過マンガン酸カリウムの
物質量を酸素の物質量に換算し,COD[mg/L](試料水1L中に含まれる有機物を酸化するのに必要な
酸素の質量[mg])を算出する。
試料水AのCODを求めるため,次の１〜４の操作を行った。ただし,試料水Aには還元性を示す
無機化合物は存在しないものとする。
１．コニカルビーカーに試料水Aを正確に50mLとり,6.0mol/Lの硫酸水溶液を5.0mL加えた。
２．2.0×10−3mol/Lの過マンガン酸カリウム水溶液10mLを[ ウ ]を用いて正確に量りとり,
１のコニカルビーカーに加え,30分間沸騰させた。反応後,過マンガン酸カリウムの色は消え
ていなかった。
３．２の溶液の温度を60〜80℃とし,5.0×10−3mol/Lのシュウ酸ナトリウム水溶液を正確に10mL
加えて振り混ぜると,過マンガン酸カリウムの色が消えた。
４．[ エ ]に入れた2.0×10−3mol/Lの過マンガン酸カリウム水溶液で,３の溶液を滴定したところ,
終点(水溶液が淡[ オ ]色を呈する)までに1.50mLを要した。
問１
問２
問３
問４

文中の[ ア ],[ イ ]には適切なイオン反応式を,[ ウ ],[ エ ]には適切な器具名
を,[ オ ]に適切な色を記入せよ。
1.0Lの試料水Aに含まれる有機物を酸化するのに必要な過マンガン酸カリウムの物質量[mol]
はいくらか。有効数字２桁で答えよ。(酸素の分子量は32とする。)
試料水AのCOD[mg/L]はいくらか。有効数字２桁で答えよ。
次の化合物(a)〜(e)のうち,試料水に含まれると過マンガン酸カリウムにより酸化され,
CODの測定値に影響を及ぼすものすべてを記号で答えよ。
(a) 硫酸鉄(Ⅱ)
(b) 硝酸鉄(Ⅲ)
(c) 過酸化水素
(d) 硫酸ナトリウム
(e) ミョウバン(硫酸カリウムアルミニウム十二水和物)

解答

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2015

Theme 酸化還元 COD測定に関する問題 大阪薬科大学 (2013 薬)一部改 ①
次の文章を読み,問に答えなさい。ただし,原子量は,O＝1,K＝39,Mn＝55とする。
硫酸酸性水溶液中で過マンガン酸カリウムとシュウ酸は酸化還元反応を起こす。酸化剤である
過マンガン酸カリウムの作用は①式で,還元剤であるシュウ酸の作用は②式でそれぞれ表される。
MnO4− ＋ 8H＋ ＋ x e− → Mn2＋ ＋ 4H2O ……①
H2C2O4 → 2CO2 ＋ 2H＋ ＋ y e− ……②
これらの反応式から1molの過マンガン酸カリウムを還元するためにはシュウ酸が z mol必要
であることが分かる。
上記の化学反応を利用して,環境水の有機物による汚染の指標のひとつである化学的酸素要求
量(COD)を測定することができる。実際に生活排水についてCODを測定するため,次の操作
Ⅰ〜Ⅴを行った。
なお,CODとは試料水中の有機物を過マンガン酸カリウムのような酸化剤で酸化し,その際消費
された酸化剤の量を,試料水1L中の有機物が酸素によって酸化されたと仮定したときの酸素の
消費量[mg]に換算したものである。
〔操 作〕
Ⅰ：生活排水を川から採取した。
Ⅱ：過マンガン酸カリウム0.79gをはかりとり,メスフラスコを用いて500mLの水溶液(A液)を作った。
Ⅲ：500mLの0.025mol/Lシュウ酸水溶液(B液)を作った。
Ⅳ：生活排水を正確に40mLコニカルビーカーにとり,A液5.0mLをホールピペットで加えた。
さらに適量の硫酸を加え,弱火で5分間加熱した後,ビュレットからB液を滴下した。B液を
3.0mL滴下したときに過マンガン酸カリウムとシュウ酸が過不足なく反応し,滴定の終点に
達した。
Ⅴ：生活排水の代わりに蒸留水を正確に40mL別のコニカルビーカーにとり,A液5.0mLをホールピ
ペットで加えた。その後Ⅳと同様の操作を行ったところ,B液を5.0mL滴下したときに滴定の
終点に達した。
問１ x, y, zに適切な数値を入れなさい。
問２ 硫酸酸性水溶液中における過マンガン酸カリウムとシュウ酸の酸化還元反応を化学反応式
で示しなさい。
問３ A液中の過マンガン酸カリウムの濃度[mol/L]を求め,有効数字２桁で答えなさい。
問４ 操作Ⅳの下線部において,滴定の終点で溶液の色は何色から何色に変化したか,色の変化を
書きなさい。
問５ 操作Ⅳと操作Ⅴでの滴下されたB液の液量の差は,生活排水中の有機物が過マンガン酸カリウ
ムを消費したことにより生じている。生活排水40mLが消費した過マンガン酸カリウムの
物質量[mol]を求め,有効数字２桁で答えなさい。
問６ この実験で用いた生活排水のCODを求め,有効数字２桁で答えなさい。
解答

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2015

Theme 酸化還元 COD測定に関する問題 東京理科大学(2010 薬 )① 一部改
湖沼や海域の水質汚濁の指標となる測定項目の一つに化学的酸素要求量(COD)がある。
この値は,試料水1.0Lに含まれる有機物などの被酸化性物質量を一定条件下で過マンガン酸
カリウムなどの酸化剤で酸化し,その際に使用された酸化剤の量を酸化に必要な酸素量[mg/L]に
換算したものである。日本工業規格(JIS)の水質試験法に従い,ある湖沼から採取した試料水50mL
をビーカーに取り,硫酸を加えて酸性とした後,0.002mol/Lの過マンガン酸カリウム溶液を10.0mL
加えた。沸騰水中で30分間加熱後,直ちにホールピペットで0.005mol/Lのシュウ酸水溶液10.0mLを
加え,その後ビュレットを用いて試料水が淡赤紫色になるまで上記過マンガン酸カリウム溶液を
滴下した。この際,過マンガン酸カリウム溶液5.50mLを要したとしたときのこの試料水の
COD(mg/L)を有効数字２桁で答えよ。(酸素の分子量は32とする。)
ただし,試料水中の被酸化性物質から放出された電子(e−)と酸素分子との水中(中性)での
反応は下記の式に従うものとする。
<反応式> O2 ＋ 2H2O＋ ＋ 4e− → 4OH−
解答

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2015

Theme 酸化還元 COD測定に関する問題 岐阜大学 (2009 後期 医)①
次の文章を読み,各問いに答えなさい。計算問題は計算過程を示し,有効数字は３桁まで答えよ。
水質汚染の指標にはいくつかあるが,中でも化学的酸素要求量(COD)は,水に含まれる有機物質量
の手軽な指標として日本工業規格で用いられてきた。CODは,有機物質を酸化分解するのに必要な
過マンガン酸カリウムの消費量を酸素(O2)の消費量[mg/L]に換算して表したもので,その測定は
以下のような３段階の操作により行う。
[操作Ⅰ]
ある河川水10.0mLに5.00×10−3mol/Lの硫酸酸性の過マンガン酸カリウム水溶液10.0mLを加えた後,
80℃で5分間反応させ,河川水中の有機物を分解した。
[操作Ⅱ]
操作Ⅰの反応液に濃度A[mol/L]のシュウ酸水溶液10.0mLを加えてよく混合し,未反応の
過マンガン酸イオンをすべて反応させた。
[操作Ⅲ]
操作Ⅱの反応液を5.00×10−3mol/Lの硫酸酸性過マンガン酸カリウム水溶液で滴定し,
未反応のシュウ酸がすべて反応するまで加えた。
問１．酸素,過マンガン酸イオンおよびシュウ酸が酸化剤あるいは還元剤として働くときの変化
をそれぞれ電子e−を含むイオン反応式で示せ。
問２．問１のイオン反応式をもとに,硫酸酸性下での過マンガン酸イオンとシュウ酸との酸化還
元反応をイオン反応式で示せ。
問３．操作Ⅱで用いたシュウ酸水溶液の濃度A[mol/L]を求めよ。なお別の実験で,この溶液の
一定量を5.00×10−3mol/Lの硫酸酸性過マンガン酸カリウム水溶液で滴定したところ,
同体積を用いたところで反応が終点に達することを確認した。
問４．操作Ⅲの反応は指示薬を加える必要がない。滴定の終点はどのようにして判断できるか。
60字以内で説明せよ。
問５．操作Ⅲの滴定値が8.00mLであった。ここで用いた河川水のCOD[mg/L]を求めるため,
次の(１)から(５)に答えよ。
(１) 操作Ⅱの未反応のシュウ酸の物質量[mol]を求めよ。
(２) 操作Ⅱで,操作Ⅰの未反応の過マンガン酸カリウムと反応したシュウ酸の物質量[mol]を求めよ。
(３) 操作Ⅰの未反応の過マンガン酸カリウムの物質量[mol]を求めよ。
(４) 操作Ⅰにおいて消費された過マンガン酸カリウムの物質量[mol]を求めよ。
(５) 試料溶液のCOD[mg/L]を求めよ。
解答

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2015

