
一般入試／化学（後期）

出題のねらい
　一般（後期）の化学は、化学基礎・化学全般からの
出題です。いずれの問題も基本的な内容を理解してい
るかを問うています。単なる暗記にとどまらず、基礎をしっ
かりと固め、自分のものにしているかどうかを確認するの
がねらいです。

【１】�　13 族の元素をテーマにした問題ですが、原子の
構造、混合物の分離、イオン結晶の構造など、複
数の単元からの出題です。結晶については、単位
格子に含まれる粒子の数と配位数について、確認し
ておきましょう。

【２】�　気体反応の化学平衡に関する問題です。まずは、
平衡定数の定義と算出方法を確認しましょう。平衡
移動については、実験問題として出題されています。
どのような現象が起こるかを、理論をもとに考えてい
けるようにしましょう。

【3】�　ハロゲンとその化合物をテーマにした、設問文の
空所補充式を含んだ問題です。ハロゲンとその化
合物に関連した幅広い知識が必要です。その知識
をもとに、気体発生反応時の捕集法を推測できるよ
うにしましょう。

【4】�　鎖式不飽和炭化水素に関して、設問文の空所補
充式を含んだ問題です。アルケンの付加反応の量
的関係では、アルケンと付加する物質の物質量の比
を確認しましょう。アルケンの分解では、リード文をも
とに生成物の性質を考えられるようにしましょう。

【5】�　医薬品について、設問文の空所補充式を含んだ
問題です。教科書の各所でとりあげている医薬品を
まとめておくとよいでしょう。見慣れない物質の反応
も、学習した内容と対応させることで考えることがで
きます。基本となる芳香族化合物の反応をしっかり
おさえておきましょう。

【1】
【解　答】（30 点）

（1）③ （4点）
（2）�3 （4 点）
（3）ア　2 イ　15 （各3点×2）
（4）② （4点）
（5）② （4点）
（6）（a）　① （4点）
（b）　8� （4 点）

【解　説】
物質の構成（周期表・原子の構造・分離操作・結晶格子）
（１）�アルミニウムAlは周期表の第3周期、13族の元素で

ある。
（２）�典型元素では、原子の価電子の数は、希ガスを除い

て、族番号の1の位の数と同じである。ガリウムは、典
型元素の13族なので価電子は3個である。

（３）�窒素は、周期表の第2周期15族の元素である。
（４）�窒素は液体空気の分留で得られる。分留は沸点の

違いを利用した分離操作である。
（５）�塩化水素は塩素原子と水素原子が共有結合により

結びついた分子である。イオン結晶はつくらない。
（６）（a）単位格子の中に含まれるイオンの数は、
　　　Aの陽イオン：�１個

　　　Bの陰イオン：　×8＝１個

� よって、Aの陽イオンとBの陰イオンの数の比は、
� 1：1。これより、組成式はAB。
（b）Bの陰イオンを単位格子の中心に配置して表す
と、図のAの陽イオンとBの陰イオンを入れ替えたも
のになる。よって、図のAの陽イオンの配位数を調べ
ればよい。Aの陽イオンは、8個のBの陰イオンと接し
ている。
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【2】
【解　答】（31 点）

（1） 0.25�L/mol （5 点）
（2） ④ （4点）
（3） ア　① イ　⑥

ウ　⑧ エ　⑦ （各 3点×4）
（4） NO2　�2.0�mol

N2O4　1.0�mol （各 5点×2）

【解　説】
物質の状態と平衡
（１）�二酸化窒素と四酸化二窒素の平衡状態における物

質量は次のようになる。

� よって、濃度平衡定数は、

（２）�二酸化窒素NO2は褐色の気体、四酸化二窒素N2O4
は無色の気体である。圧縮直後は分子の数は変わら
なくても圧縮により体積が小さくなるため色が濃く見
えるが、次第に平衡が分子数が少ない右辺の方向
へ移動し、四酸化二窒素N2O4の量が増加するため
薄くなる。

（３）�温めると平衡が吸熱の方向である二酸化窒素NO2
の増える方向に移動するため、混合気体の色が濃く
なる。

（４）（１）の場合と温度、体積が一定で、N原子、O原子そ�
� �れぞれの物質量も（１）の場合と同一である。よって、平衡
状態では（１）と同じ物質量のNO2とN2O4が存在する。

≪別解≫
� 変化したN2O4の物質量を〔mol〕として（１）と同様�
� の表をつくる。

� 温度は（１）のときと同じなので、平衡定数も変わらな�
� い。よって、�

� これより、平衡時の二酸化窒素NO2の物質量は
� 2.0�mol、四酸化二窒素N2O4の物質量は1.0�molとなる。

【解　説】
無機物質（ハロゲンとその化合物）
（１）（a）ハロゲンの単体は二原子分子であり、分子量は�
� 周期表の周期が大きいほど大きい。
　���（b）ハロゲンの単体は無極性分子である。よって、�
�分子間にはたらく引力は分子量の大きいものほど大�
�きく、沸点も高くなる。

　���（c）ハロゲンの酸化力は、周期表の周期が小さいほ�
�ど大きい。

（２）�ア　ヨウ素は昇華しやすい。
� イ　常温・常圧では、フッ素、塩素は気体、臭素は液�
� 　　体、ヨウ素は固体である。
（３）�NaCl�＋�H2SO4�→�HCl�＋�NaHSO4　
� �により塩化水素が発生する。塩化水素は、無色の気
体である。水に溶けやすく空気より重い気体なので、
下方置換で捕集する。

（４）�①誤り。ハロゲン化水素はすべて常温・常圧下で無
色・刺激臭をもつ気体である。

� �②誤り。塩化水素HClは水素結合をつくらない。フッ
化水素HFは、フッ素の電気陰性度が大きいため水
素結合を有する。このため、ハロゲン化水素の中で
フッ化水素の沸点が最も高い。

� ③誤り。臭化水素HBrは、有毒な気体である。
� �④正しい。フッ化水素HFの水溶液はガラスを溶かす
ので、ポリエチレンの容器に入れて保存する。

� 　SiO2�＋�6HF�→�H2SiF6�＋�2H2O
� �⑤誤り。フッ化水素HFの水溶液は弱酸であるが、そ
れ以外のハロゲン化水素の水溶液は強酸である。

（５）①正しい。塩素を水に通じると、塩化水素とオキソ酸�
� である次亜塩素酸が生じる。
� 　Cl2＋H2O�扌�HCl＋HClO
� �②正しい。塩化水素とアンモニアが反応すると、塩化
アンモニウムが生じる。

� 　HCl＋NH3�→�NH4Cl
� 水は生じないが、中和反応である。
� �③正しい。塩素を湿った水酸化カルシウムに通じる
と、次の反応によりさらし粉が生成する。

� 　Ca（OH）2＋Cl2�→�CaCl（ClO）・H2O�
� �④誤り。塩素酸カリウムに酸化マンガン（Ⅳ）を加えて
加熱すると、酸素が発生する。塩素ではない。この反

【3】
【解　答】（34 点）

（１）（a）　① （b）　③ （c）　① （各 4点×3）
（２）ア　③ イ　② （各 4点×2）
（３） ③ （4点）
（４） ④ （5点）
（5） ④ （5点）



【解　説】
有機化合物（鎖式不飽和炭化水素）
（１）�鎖式不飽和炭化水素で、二重結合を一つもつものは�

アルケンといい、一般式はCnH2nで表される。
（２）�三重結合を一つもつ炭化水素のうち炭素数が最も少な

い化合物はアセチレンHC≡CHである。
（３）�二重結合や三重結合をもつ不飽和炭化水素は水素や

水と付加反応を起こす。
（４）（a）アルケンCnH2n（分子量14n）1�molに臭素Br2（分子�
� 量160）が1�mol付加する。
� よって、アルケンXの炭素数をnとすると、

� 分子式は、C4H8�。
（b）C4H8のオゾン分解により、還元性を示す化合物Yと
還元性を示さない化合物Zが得られたことより、化合物
XはCH2＝C（CH3）CH3�。化合物Yはホルムアルデヒド
HCHO、化合物ZはアセトンCH3COCH3である。
（c）a　誤り。ホルムアルデヒドはメタノールを酸化すると�
得られる。
b　正しい。ホルムアルデヒドを酸化して得られるギ酸も�
還元性をもつ。
c　誤り。ホルムアルデヒドはCH3CH（OH）－やCH3CO－の
構造をもたないので、ヨードホルム反応陰性である。

【解　説】
医薬品
（１）�サリチル酸メチルは消炎鎮痛作用をもつ。サリシン、�

サリチル酸、アセチルサリチル酸、アセトアミノフェンは
解熱鎮痛作用をもつ。

（２）�フェノールをニトロ化してp－ニトロフェノールにし、こ
れを還元してp－アミノフェノールとしたのち、アセチル
化してアセトアミノフェンを得る反応経路は次のとおり
である。

（３）�aのサリチル酸、cのサリチル酸メチルとともに、dの�
p－アミノフェノールもフェノール性ヒドロキシ基をもつ
ので、塩化鉄（Ⅲ）水溶液を加えると呈色する。

（４）�サリチルアルコールの組成は、質量比で、
� 炭素：水素：酸素：＝２１：２：8より、物質量比は、

� 炭素：水素：酸素：＝　　：　　：　　＝7：8：２

� �よって、組成式は、C7H8O２　。分子内に２個のO原子
をもつことより、分子式も、C7H8O２　。酸化によりサリチ
ル酸が生じるので、サリチルアルコールはオルト位に�
－OHと－CH２OHをもつ。

（５）�アセトアミノフェンは、パラ位に－OHと
� －NHCOCH３をもつ。

【4】
【解　答】（30 点）

（1） ア　② イ　⑥ （各 3点×2）
（2） アセチレン（エチン） （4点）
（3） ⑤ （3点）
（4）（a）　C4H8　 （5点）

（b）　化合物Y　ホルムアルデヒド
　 �　化合物Z　アセトン （4点×2）
（c）　② （4点）
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応では、酸化マンガン（Ⅳ）は触媒としてはたらく。
� 　2KClO3�→�2KCl＋3O2�
� �⑤正しい。フッ化銀AgFを除いて、ハロゲン化銀は水
に溶けにくい。

【5】
【解　答】（25 点）

（1） ⑦ （4点）
（2） ウ　還元 エ　アセチル （各 3点×2）
（3） ⑧ （5点）

（4） （5点）

（5） ⑦ （5点）
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