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アトキンス一般化学（上）第 1 刷 正誤表 

頁 場 所 現 行(誤) 修 正(正) 

16 左 2 行目 すぐ上のキセノン Xe と ネオン Ne やアルゴン Ar と 

42 右 9 行目 19 O2 19 CO2 

50 節末問題 J・1  物質を，（ブレンステッドの）

酸と塩基に分類せよ。 

物質は，（ブレンステッドの）酸

と塩基のどちらになるか。 

58 右 1 行目 分析対象物質 分析対象溶液 

71 右上隅 〔nm〕  (nm) 

83 (1) 式の直後 (1) 式は， すぐ解けるわけで

もないけれど，1927 年に…… 

水素原子のシュレーディンガー

方程式は，1927 年に…… 

88 図 2・7 の左図だけ （横軸の数値） （5 と 10 を除き，15 を 5 に変更） 

89 左↑8～7 行目 観測値がわずかにずれる理

論を 

観測値のずれを説明する理論を 

93 説明図 (8) O，(9) F，

(10) Ne に続く記号中 

(1s2)  (1s)2 

97 左↑2 行目 (1s2) (1s)2 

121 表 3・3「O2」の行 484 496 

127 右，図の直前 三方両錘 三方両錐 

128  図 4・1 中央付近と図

4・2 左下および右段

↑1,6行目(計 4か所) 

三方両錘 三方両錐 

130  4・2 節の 4 行目 VESPR  VSEPR  

137 左「要点」中 結合の数が増え，正味で 結合生成と合わせ正味で 

173 左↑4 行目 融点の序列 沸点の序列 

181 右 20 行目の末尾 12 配位 十二配位 

183 図 6・37 中（計 4 個） 斜方晶 直方晶 

186 右，計算式中 167 + 2(181) + 167 nm 181 + 2(167) + 181 nm 

205 左 5 行目 数秒にも及ぶ 1 秒以上にも及ぶ 

207 図 7・43 から 3 行目 有機分子を橋かけにして 有機分子を“足場”に使い 

218  左 10 行目  ΔU は 0.6 kJ  ΔU の絶対値は 0.6 kJ 

232 右，復習 8・14A 中 －2544 kJ mol－1 －2808 kJ mol－1 

237 左の中ほど ΔHº (450 K)  ΔHº (450 ºC) 

250  図 9・11 の上 3 行目 熱をもらう容量 熱をもらう能力 

251 復習 9・12B 中 ΔS の正負を判定せよ ΔS を求めよ 

260 図 9・27 中 AgCl (S) AgCl (s) 

287 D・1B の (a)  二水素ヒ酸イオン ヒ酸二水素イオン 

288 右，3・9B 解答 右端  —  （削除） 

289 5・13B の末尾 Torr H2  Torr O2  

290 7・11B の末尾 0.27 g  2.7 g  

290 7・9B，d 赤 の計算式 （二つ目の×） （= に変更） 

291 9・10B 中 ΔS と +15 J K－1 S と 15 J K－1 に変更 

291 9・14B の末尾 120.64 －120.64 

302 左端の段 分析対象物質 分析対象溶液 
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アトキンス一般化学（上）第 1 刷 訳者改善案 

頁 場 所 現 行 手入れ後(改善) 

27 *2 訳注 （全文を右記にサシカエ） 日本は 1970 年代に“ amount of 

substance”を“物質量”という学術

用語にし，高校の教科書にも広めた。

だが，“amount of substance というま

とまり”を学術用語とみる海外の教

科書はほとんどない。また，電子や

結合，光子（高校化学の範囲外）な

ど，およそ物質といえないものも mol

単位で測るため，用語“物質量”に

は違和感が大きい。なお欧米でも

2015 年現在，もとになった英語

“amount of substance”を見直そうと

いう動きがある。 

48 *1 訳注 （全文を右記にサシカエ） 初等化学で扱う多原子陽イオン

（NH4
+ と H3O

+）のうち，前者を古

い慣用名 ammonia + onium（陽イオ

ン）から ammonium ion とよぶのに合

わせ，後者も慣用の接頭語 hydr-（水）

を使い hydronium ion とよぶ。本書で

“オキソニウムイオン”は使わない。 

 

 

 


