
気体の製法と性質

気体 試 薬（反応の原理） 化学反応式（反応のしくみ） 捕集法 水への溶解 性質・検出方法

水素 H2 亜鉛と希硫酸（塩酸）（亜鉛の代わりに、イオン化 Zn + H2SO4→ ZnSO4 + H2 気体のなかで最も密度が小さい。
傾向が Hより大きい金属：Na～ Pbでも水素発生） （酸化還元） 水上置換 難溶 高温で還元剤。

（強酸の反応）

酸素 O2 過酸化水素、酸化マンガン(Ⅳ)（触媒） 2H2O2 → 2H2O + O2 （酸化還元） 線香の火がよく燃える。
水上置換 難溶

塩素酸カリウム、酸化マンガン(Ⅳ)（触媒）→ 加熱 2KClO3→ 2KCl + 3O2 （酸化還元）

塩素 Cl2 酸化マンガン(Ⅳ)、濃塩酸 → 加熱 MnO2 + 4HCl→ MnCl2 + 2H2O + Cl2 （酸化還元） 水によく溶け酸化剤→殺菌・漂白作用
（黄緑色、刺激臭） 下方置換 可溶 Cl2 + H2O → HCl + HCl

さらし粉、塩酸 CaCl(ClO)･H2O + 2HCl→ CaCl2 + 2H2O + H2O + Cl2 （酸性） KIデンプン紙を青変。
（酸化還元）

塩化水素 HCl 塩化ナトリウム、濃硫酸 → 加熱 NaCl + H2SO4→ NaHSO4 + HCl 下方置換 極めて易溶 NH3 で NH4Cl の白煙。
（刺激臭） （濃硫酸の不揮発性） （強酸性）

フッ化水素 HF ホタル石（フッ化カルシウム）、濃硫酸 → 加熱 CaF2 + H2SO4→ CaSO4 + 2HF 下方置換 極めて易溶 水溶液：フッ化水素酸。
（刺激臭） （弱酸の遊離） （弱酸性） ガラスを溶かす。水素結合。

硫化水素 H2S 硫化鉄(Ⅱ)、塩酸（希硫酸） （弱酸の遊離） FeS + 2HCl→ FeCl2 + H2S 下方置換 可溶 強い還元剤。酢酸鉛紙を黒変。
（腐卵臭） FeS + H2SO4→ FeSO4 + H2S （弱酸性） 金属イオンと沈殿を生成。

二酸化硫黄 SO2 銅（銀）、濃硫酸 → 加熱 （熱濃硫酸の酸化作用） Cu + 2H2SO4→ CuSO4 + 2H2O + SO2 （酸化還元） 可溶→亜硫酸 還元剤。（H2Sと反応する場合は酸化剤）
（刺激臭） 下方置換 （弱酸性） 漂白作用。

亜硫酸ナトリウム、希硫酸 （弱酸の遊離） Na2SO3 + H2SO4→ Na2SO4 + H2O + SO2

二酸化窒素 NO2 銅（銀）、濃硝酸 （濃硝酸の酸化作用） Cu + 4HNO3→ Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2 下方置換 可溶→硝酸 無色の N2O4と平衡状態にある。
（赤褐色、刺激臭） （酸化還元） （強酸性） 2NO2→ N2O4←

一酸化窒素 NO 銅（銀）、希硝酸 （希硝酸の酸化作用） 3Cu + 8HNO3→ 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO 水上置換 難溶 空気中で酸化されて NO2になる。
（酸化還元） 2NO + O2 → 2NO2

二酸化炭素 CO2 炭酸カルシウム（石灰石）、塩酸 （弱酸の遊離） CaCO3 + 2HCl→ CaCl2 + H2O + CO2 下方置換 可溶→炭酸 石灰水を白濁。（CaCO3 が沈殿）
（弱酸性） Ca(OH)2 + CO2→ CaCO3 + H2O

一酸化炭素 CO ギ酸、濃硫酸 → 加熱 （濃硫酸の脱水作用） HCOOH→ H2O + CO 水上置換 難溶 猛毒。青白い炎を上げて燃える。

アンモニア NH3 水酸化カルシウム、塩化アンモニウム → 加熱 Ca(OH)2 + 2NH4Cl→ CaCl2 + 2H2O + 2NH3 上方置換 極めて易溶 HCl で NH4Cl の白煙。
（刺激臭） （弱塩基の遊離） （弱塩基性） 水素結合。

①捕集法の判別：空気より重いか、軽いか → 空気の平均分子量＝ 28.8（29）（覚える！）とその気体の分子量を比較して判断。
水に溶けるか、溶けないか → 基本的に暗記。（極性の有無、水素結合が関係する）

②乾燥剤の判別 乾燥剤 CaCl2 濃硫酸、P4O10 生石灰(CaO)、ソーダ石灰(CaO+NaOH) ※ NH3は CaCl2 に吸収されるため、NH3 の乾燥に CaCl2 は使用できない。

乾燥剤の性質 中性 酸性 塩基性 ※ H2S は濃硫酸と酸化還元反応するため、H2S の乾燥に濃硫酸は使用できない。

不適な気体 NH3 NH3 酸性気体


