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Theme 電気分解 並列回路に関する問題 大分大学(2013 教育福祉科)①一部改

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

必要ならば次の数値を用いなさい。原子量：H＝1.0,O＝16.0,Na＝23.0,S＝32.1,Cu＝63.5,Pb＝207
ファラデー定数9.65×104C/mol
次の文について,以下の各問いに答えなさい。
　図のように鉛蓄電池を電源として,電解槽Ⅰおよび電解槽Ⅱを並列に接続した。スイッチを
入れて,2.00Aの電流で48分15秒電気分解を行ったところ,電解槽Ⅱの陽極からは気体が発生し,
陰極の質量が0.635g増加した。
(１)　鉛蓄電池の正極,負極で起こる反応を,それぞれイオン
　　　反応式で表しなさい。
(２)　電解槽Ⅰの陽極,陰極で起こる反応を,それぞれイオン
　　　反応式で表しなさい。
(３)　電気分解を行ったとき,電流計Aを流れた電子は何molか。
(４)　電解槽Ⅱの陽極から発生した気体の体積は標準状態で
　　　何mLか。
(５)　電解槽Ⅱの素焼き板を陽極側から陰極側,陰極側から
　　　陽極側に向かって通過したイオンは,それぞれ何か。
　　　イオン式で答えよ。
(６)　鉛蓄電池の負極は何g増加したか。



解 答解 答

Theme 電気分解 並列回路に関する問題 上智大学(2012 理工)① 一部改

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

計算を行う場合,必要ならば次の値を用いよ。
原子量：H＝1.0,O＝16,Na＝23,Cu＝64,Ag＝108
ファラデー定数：9.65×104C/mol
気体は,すべて理想気体とする。pHは,水素イオン指数である。
　次の文章を読み,問１～問５に答えよ。ただし,標準状態(0℃,1.0×105Pa)における気体1molの
体積は22.4Lとする。
　次図のように0.200mol/L硝酸銀水溶液500mLを入れた電解槽Ⅰと,同濃度,同体積の硫酸銅(Ⅱ)
水溶液を入れた電解槽Ⅱとを並列につないで電気分解を行った。電解槽Ⅰと電解槽Ⅱに流れた
電流値の和が電流計に表示される。一定の電流を流すことのできる直流電源を用い,28分57秒間
電気分解した。この間,電流計の値は0.50Aを指していた。電気分解後の電解槽Ⅰの陰極には物質
が0.54g析出していた。

問１　電解槽Ⅰの陽極および陰極でそれぞれ起こっている反応を
　　　まとめた次を書け。
問２　電気分解後の電解槽ⅠのpHに最も近い値を,a)～h)から１つ選べ。
　　　ただし,電気分解による水溶液の体積変化は無視できるものと
　　　する。
　　　a) 1.0 　b) 1.5 　c) 2.0 　d) 2.5 　e) 3.0 　f) 3.5
　　　g) 4.0　 h) 4.5
問３　電解槽Ⅰに流れた電気量は何Cか。有効数字２桁で答えよ。
問４　電解槽Ⅱの陰極に析出する固体の物質量は何molか。有効数字
      ２桁で答えよ。
問５　電解槽Ⅱの陽極から発生した気体の体積は,標準状態(0℃,1.0×105Pa)で何mLか。
　　  最も近い値をa)～f)から１つ選べ。
　　　a) 1.1  　 b) 2.2  　 c) 4.5 　d) 11　 e) 22　 f) 45



解 答解 答

Theme 電気分解 並列回路に関する問題 青山学院大学(2012 理工)①

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

並列に接続された電解槽Aと電解槽Bの中の溶液を,陽極,陰極ともに白金電極を用いて電気分解した。
電解槽Aには硫酸銅水溶液,電解槽Bには水酸化ナトリウム水溶液が入っている。
全電流(電解槽AとBに流れた電流の和)1.0アンペアを1.0分間流したところ,どちらの電解槽からも
気体が発生し,電解槽Aの陰極に金属が析出した。また,電解槽Bから発生した気体の体積は,
電解槽Aから発生した気体の体積の2.0倍であった。ただし,電解槽Aの陰極からの気体発生はなく,
また発生した気体は溶液には溶解しないものとする。原子量はH 1,O 16,Na 23,Cu 64とし,
ファラデー定数は9.6×104C/molとする。

(１)　それぞれの電解槽の電極で起こっている反応のイオン反応式を示せ。
(２)　電解槽Aに流れた電気量は,電解槽Bに流れた電気量の何倍か。有効数字２桁で記せ。
(３)　電解槽Aの陰極に析出した金属の質量[g]を求め,有効数字２桁で記せ。



解 答解 答

Theme 電気分解 並列回路に関する問題 大分大学(2011 教育福祉科)①一部改

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

必要ならば次の数値を用いなさい。原子量：H＝1.0,O＝16,Na＝23,Cu＝63.5,Cl＝35.5

ファラデー定数96500(C/mol)
図１のように２つの電解槽Ⅰ,Ⅱを並列につなぎ,スイッチSを入れ,電気分解
を行った。
電解槽Ⅰの電極a,bは白金,電解槽Ⅱの電極c,dには銅板を使用した。
実験後,電流計Aの測定と電気分解の通電時間から,7720Cの電気量が流れ,
電解槽Ⅱの陰極の質量が1.27g増加したことがわかった。
以下の各問いに答えなさい。解答はすべて解答用紙に記入すること。

(１)　流れた電子の物質量は何molか。
(２)　電極a,b,c,dにおける変化をイオン反応式で表しなさい。
(３)　電解槽Ⅰに流れた電気量は何Cか。
(４)　電極bで発生する気体の体積は標準状態で何mLか。



解 答解 答

Theme 電気分解 並列回路に関する問題 山梨大学(2011 教育人間科 工 )①

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

必要があれば次の数値を使用しなさい。原子量：H＝1.0,O＝16.0,Na＝23.0,Cu＝63.5,Cl＝35.5
ファラデー定数9.65×104C/mol
気体はすべて理想気体としてふるまうものとし,標準状態(0℃,1.013×105Pa)における気体の
モル体積は22.4L/molとする。
２個の電解槽(A槽,B槽)を次図のように並列に接続している。
電解槽Aには塩化ナトリウム水溶液を,電解槽Bには硫酸銅(Ⅱ)
水溶液を入れ,それぞれ白金電極を入れて,800mAの電流を15分間
流した。その結果,電解槽Aの陰極から標準状態で50mLの気体が
発生した。
問１　電解槽Aの陰極でおきた反応を,化学反応式で答えなさい。
問２　電解槽Aに流れた電気量を有効数字２桁で求めなさい。
問３　電解槽Bの陰極に析出した銅の質量を有効数字２桁で求めなさい。



解 答解 答

Theme 電気分解 並列回路に関する問題 東京理科大学(2013 薬工)①一部改

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

原子量を必要とするときは,次の値を用いなさい。H＝1.0,O＝16,Ag＝108
ファラデー定数96500(C/mol),1molの気体の標準状態での体積は22.4Lとする。
鉛蓄電池では正極に　(ア)　,負極に　(イ)　,電解液に希硫酸を用いる。放電にともなって
両極の表面が水に不溶な　(ウ)　で覆われ,電解液の硫酸濃度が小さくなり,電圧が低下する。
鉛蓄電池の正極および負極をそれぞれ外部電源の正極および負極に接続して充電すると,
電極と電解液は元の状態に戻って起電力が回復する。
　希硫酸の入った電解槽Aと,硝酸銀水溶液の入った電解槽Bとを,図のように電流計,鉛蓄電池
に並列につないで電気分解を行った。電極にはすべて白金を用いた。電解槽A,電解槽Bに
合計0.500アンペアの電流を流しながら,64分間電気分解を行ったところ,電解槽Bの陰極に
銀が0.540g析出した。
(１) 電解槽Aと電解槽Bに流れた電気量(C)を求めよ。
(２) 電解槽Aの陽極から発生した気体の体積は,標準状態で何mLか。
     有効数字３桁で求めよ。
(３) (ア)～(ウ)に当てはまる語句を下の解答群から選びなさい。
解答群Ⅴ　
０ 鉛　１ 酸化鉛(Ⅱ) 　２ 酸化鉛(Ⅳ)　３ 水酸化鉛(Ⅱ)
４ 四酸化三鉛  ５ 硫酸鉛(Ⅱ)　6 硫酸鉛(Ⅳ)

ａ　鉛蓄電池の負極はPb,正極はPbO2で,起こる反応は下記となる。
　　負極：Pb ＋ SO4

2－ → PbSO4 ＋ 2e－

　　正極：PbO2 ＋ 4H＋ ＋ SO4
2－ ＋ 2e－ → PbSO4 ＋ 2H2O
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負極：Pb ＋ SO4
2－ → PbSO4 ＋ 2e－

正極：PbO2 ＋ 4H＋ ＋ SO4
2－ ＋ 2e－ → PbSO4 ＋ 2H2O

全体の反応：Pb ＋ PbO2 ＋ 2H2SO4　　2PbSO4 ＋ 2H2O←→

鉛蓄電池の反応

(３)

(ア) …… ２ 酸化鉛(Ⅳ)
(イ) …… ０ 鉛　
(ウ) …… ５ 硫酸鉛(Ⅱ)

日本一わかりやすい
解答・解説はコチラ

http://fastliver.com/list/kakomon/index.html

