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スペンサー 基礎化学（上）（原著第 5版） 

第 1版 第 1～4刷  補遺・正誤表 

                                        2021年 2月 18日現在 

該当箇所 旧 新 

ｖ 下から１１行目 ルシャトリエの原理 ルシャトリエの法則 

ｖ 下から 6行目 溶融 NaClの電解， NaCl溶融塩の電解， 

p.11本文下から 1行目 （significant figures） （significant figure） 

p.14本文下から 4行目 （monoatomic ion) （monatomic ion) 

p.15 表１・４ CH3CO2
- CH3COO- 

p.21 上から 4つ目の式 HCl(s)        H+ (aq) + Cl- (aq) HCl(g)        H+ (aq) + Cl- (aq) 

p.21 下から 2行目 化学式の添字（s, l, g）にも注意する． 化学式の添字（s, l, g, aq）にも注意する． 

p.32 上から 8行目 0.227（O）：0.454（C）＝1：2 0.227（C）：0.454（O）＝1：2 

p.66 上から 8行目 つまり，ｎ ＝２ 準位の電子がｎ ＝1 準

位に落ちるときは， 

反対に，ｎ ＝２ 準位の電子がｎ ＝1 準位

へ落ちるときは， 

p.67 図３・６ 加法混色の三原色 

 

減法混色の三原色 

加法混色（光）の三原色 

 

減法混色（絵の具）の三原色 

p.70 下から 8行目 つまり表 3・4のデータは， つまり表 3・3のデータは， 

p.75 上から 3行目 高さの比が 2：１なら， 高さ（正しくは面積）の比が 2：１なら， 

p.78 上から 2行目 B原子のピークは， B原子の 2p ピークは， 

p.82 本文上から 2行目 20世紀初頭に行われた 20世紀初頭に生まれた 

p.104 本文下から 5行目 原子が初定になるという 原子が安定になるという 

p.106例題 4・1 答 Pb  [Ar] Pb  [Xe] 

p.124 表 4・2 HCI HCl 

p.133 下から 1行目 アキシアル位どうしの角度は 90°にな

る． 

アキシアル位とエクアトリアル位のなす角度

は 90°になる． 

p.137 表 4・3 電子ドメイン数   4（sp2） 

 

分子の形    三方両錐 

電子ドメイン数   4（sp3） 

 

分子の形    三方錐 

p.140本文上から 3行目 は大きいため，・・・・負の部分電荷をも

つ． 

は適度に大きいため，・・・・負の電荷をも

つ． 

p.140本文下から 5行目 HCｌに近い 1.01D となる． HCｌよりだいぶ大きい 1.89D となる． 

p.158 ＊２ 訳注 3章 p．90を参照． 3章 p．91を参照． 

p.162 上から 10行目 酸素は自然界で最大量を占める 酸素は地球の表層で最大量を占める 

p.173 下から 6行目 0.6 と小さい CdLiも 0.6 と極端に大きくはない CdLiも 

p.187 上から 3行目 oxidation-recduction reaction oxidation-reduction reaction 

p.187 ＊ 訳注 意味は日本語も同じ． 日本語も‟元に還
かえ

す”だから意味は同じ． 
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該当箇所 旧 新 

p.196 上から 1行目 気体分子運動論できれいに 気体分子運動論（kinetic theory of gas, p.219参

照）できれいに 

p.206 上から 3行目 （Jacques-Alexander-César Charles） （Jacques-Alexandre-César Charles） 

p.208 上から 9行目 （Amadeo Avogadro） （Amedeo Avogadro） 

p.218 例題 6・10 27.0 ｍL 27.0 L 

p.218例題 6・10 

答 レイアウト変更 

 

p.231下から 5行目  体積の値 5.435×10－23 cm3 体積の値 5.345×10－23 cm3 

p.242 チェック 1行目 熱力学の第一法則で 熱力学第一法則で 

p.246 上から 5行目 総合して生成物の結合が生成物の結 総合して生成物の結合が反応物の結 

p.256 下から 14行目 その値は実測できる． 前者の値は実測できる． 

p.261 上から 10行目 ΔH °ac Δac H ° 

p.269 例題 7・12 ③ 1

2
 O2（g） 

3

2
 O2（g） 

p.269 下から 1行目 MgCO2(s) MgCO3(s) 

p.288 上から 8行目 熱は固体の構造を壊すのに使われるた

め， 

熱は固体の構造を壊すのに使われ，分子

の平均エネルギーを上げないので， 

p.290 下から 4行目 低温・高圧は固体に，高温・定圧は気

体にふさわしい． 

低温・高圧は固体に，高温・低圧は気体に

ふさわしい． 

p.325 下から 7行目 Li2の核間距離 0.267mは Li2の核間距離 0.267nmは 

p.330 図 9・14 

 右のようになります 
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該当箇所 旧 新 

p.333 上から 4行目 面心立方単位格子でできているところ

に起源をもつ． 

面心立方単位格子でできているところから

きた． 

p.336 表 9・4  B-  Br- 

p.338 上から 7行目 固体の分子レベル構造を突き止める研

究 

固体の原子レベル構造を突き止める研究 

p.352 下から 12行目 熱をずっとよく伝えるのでそうなる． 熱をずっとよく伝えるからだった（p.194）． 

付録 A p.1 訳注 2行目 （海外では，‟×”のかわりに‟・”を書く人

も多い）． 

（海外には，‟×”のかわりに‟・”を書く慣行

もある）． 

付録 A p.5 上から 6行目 （significant figures） （significant figure） 

付録 B p.21 左段下から 

7行目 
Cd(NH3)62+ Cd(NH3)42+

 

付録 B p.22 電子授受 

平衡  上から 11行目 
Al3+ ＋ e- Al3+ ＋ 3e- 

付録 B p.22 電子授受 

平衡  下から 13行目 
CO2 + 2H+ 2e- CO2 + 2H+ + 2e- 

付録 B p.23 電子授受 

平衡  上から 14行目 
NO+ 2 H2O NO＋2 H2O 

付録 B p.32 表 B・16右段 

  物質 下から 14行目 
Ba(OH)2・8H2O(s) Ba(OH)2・8H2O(s) 

付録C p.37下から 1行目 表 4・3より，四面体だとわかる． 表 4・3より，三方錐だとわかる． 

索引 アボガドロ （Amadeo Avogadro） （Amedeo Avogadro） 

索引 ベルセリウス  263 ベルセリウス  262 

 第 2刷 修正箇所 

該当箇所 旧 新 

p.10 下から 12行目 Z ＝1～112 の元素に名前がついてい

る（2011年 11月現在）． 

Z ＝1～118 の元素に名前がついている

（2020年現在）． 

p.16 図１・８ 

 右のようになります 
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該当箇所 旧 新 

p.25下から 7行目  モルはこう約束された． モルはこう約束された＊． 

＊ 2019年 5月，SI 基本単位七つの定義

が，基礎物理定数に基づく形に変更され

た．たとえば，質量は“プランク定数”，

長さは“真空中の光速”という誤差ゼロ

の定数で定義することになった（新旧の

対照と詳細は東京化学同人のホームペー

ジ参照）． 

p.27下から 11行目  はつぎのようになる． はつぎのようになる＊． 

＊SI 基本単位の定義の変更（2019 年 5

月）に伴い，アボガドロ定数は厳密に

6.02214076×1023 mol－1と定義される． 

p.53 上から 10行目 Xが 0.250Mの塩酸 Xが 0.200Mの塩酸 

p.91 図 3・24 

 右のようになります 

 

p.349 図 9A・7 鉄銅 銀・銅  ←１０６の目盛りのところへ 

第 4刷 修正箇所 

該当箇所 旧 新 

p.3 上から 7行目 2011年 11月現在，計 117種の元素が

見つかり，112 番までに名前がついて

いる． 

2016年末の公式確定を経て 2021年現在，

計 118種の元素に名前がついている． 

 

 

 


