
一般入試／化学（前期）

出題のねらい
　一般（前期）の化学は、化学基礎・化学全般からの出
題です。物質の状態や性質、反応の仕組みの基礎知識
が身についているか、操作によって起こる反応を考えられ
るかが問われています。また、今回は、コロイドが示す現
象が起こる理由について論述形式で問われました。

【１】�　酸素を題材とした、気体に関する、設問文の空所
補充式を含んだ基本的な知識を問う問題です。同温
同圧下において、異なる種類の気体の分子の数・物
質量・質量の関係を確認しましょう。さらに、同温・同圧・
同体積では、気体の質量は気体の分子量に比例する
ことまで理解を深めておきましょう。また、純粋な酸素と、
酸素と窒素の混合気体である空気を混合したときの、
酸素の組成についての式を立てる力も必要です。

【２】�　銅および銅イオンの性質と反応に関する基本的な問
題です。銅の性質と反応に加えて銅（Ⅱ）イオンの反
応の基礎知識をおさえましょう。沈殿や錯イオンの色の
確認も必要です。また、銅の電解精錬では、陽極・
陰極の反応のほか、イオン化傾向の違いによって不純
物が単体のまま沈殿するか、イオンとなって溶け出す
かの判断ができるかどうかがポイントです。

【３】�　アニリンの性質とアニリンからp ‒ヒドロキシアゾベン
ゼンを合成する反応経路に関する、設問文の空所補
充式を含んだ問題です。アニリンと希塩酸との反応や
塩化ベンゼンジアゾニウムの性質および p ‒ヒドロキシ
アゾベンゼンの構造と合成の知識が身についているか
が問われています。物質名と反応経路を丸暗記する
のではなく、反応名や結合の名称と構造、また、各物
質の構造式を答えられるかどうかがポイントです。

【４】�　電解質と非電解質の水和およびコロイドに関する、
設問文の空所補充式を含んだ基礎的な知識を問う問
題です。イオンの電荷や分子の極性をおさえ、図を書
いて水和の状態を確認しましょう。コロイドでは、コロイ
ドの性質を示すブラウン運動、チンダル現象などの現
象がどうして起こるのかを文章で説明できるようにしま
しょう。

【５】�　デンプンの加水分解により生成する糖に関する問題
です。ヘミアセタール構造をもつ環状構造の糖類では、
鎖状構造になるとアルデヒド基ができることをおさえま
しょう。また、ヘミアセタール構造が鎖状構造になった
ときの構造式を書けるかどうかがポイントです。

【解　説】
（１） 酸素（O）は１８族元素であり，硫黄（S）やセレン

（Se）と同族元素である。これらは，カルコゲン元
素ともよばれる。同素体と同位体は類似しているの
で混同しないこと。

（２） 同温・同圧下で，気体の密度はモル質量に比例す
る。従って，モル質量の大きい酸素の方が窒素より
も重くなる。

（３） 「すべての気体は，同温・同圧のとき，同体積中
に同数の分子を含んでいる。」この法則をアボガド
ロの法則という。言い換えれば，「同温・同圧のと
き，同数の分子を含んでいる気体の体積は同じであ
る。」と言える。従って，①と④が正解である。

（４） 捕集された酸素ガスと気体Ａの体積が，同温・同
圧下で同じであれば，アボガドロの法則により同数
の分子が含まれているので，その質量比は分子量
比と等しくなる。

 従って，M＝（WA÷WO2）×32 が成り立つ。
（５） アボガドロの法則により，同温・同圧下においては，

含まれる気体分子の数は，その体積に比例する。
空気を，窒素と酸素の体積比４：１の混合物とする
と，全気体分子数に占める酸素分子数の割合は
20%となる。空気と酸素を X：１の体積比で混ぜる
と，混合気体中の全気体分子数に占める酸素分子
数の割合は，（0.2 X＋1）÷（X＋1）となり，こ
れが 40% になるので，（0.2 X＋1）÷（X＋1）＝ 
0.40 が成り立つ。この式を解くとX＝3.0となる。

【１】
【解　答】（30 点）

（１） Ａ １６　　Ｂ 同素体　　Ｃ 同位体 （4 点×3）
（２） ② （4 点）
（３） ①と④ （完答 4 点）
（４） M＝（WA÷WO2）×32 （5 点）
（５） 3.0 （5 点）



【解　説】
（１）（２）（３）アニリンは、無色・油状の物質で、空気中に 
  放置すると酸化されて赤褐色になる。また、水にほと

んど解けないが、弱塩基なので、酸の水溶液には塩
をつくってよく溶ける。塩酸との塩はアニリン塩酸塩
という。

（５）～（６）アニリンを冷やしながら塩酸と亜硝酸ナトリウ 
  ムを反応させると、塩化ベンゼンジアゾニウムの水

溶液が生成する。この反応をジアゾ化という。

  塩化ベンゼンジアゾニウムに水溶液にナトリウムフェ
ノキシドの水溶液を加えると、橙色のp-フェニルアゾ
フェノール（p-ヒドロキシアゾベンゼン）が生成する。
この反応をジアゾカップリングという。

  塩化ベンゼンジアゾニウムは分解しやすく、その水
溶液を温めると、フェノールと窒素ができる。
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【解　説】
（１）   Na, Mg, Al, Kは典型元素である。Feは8族の遷

移元素である。
（２）  銅は赤みを帯びた金属光沢を示し，電気や熱の伝

導性が大きい。銅とスズとの合金を青銅，亜鉛との合
金を黄銅という。銅は湿った空気中では徐々に酸化
され，緑青とよばれる青緑色のさびを生じる。

（３）  電極A（陽極）には粗銅板が用いられる。電極Aで
は，銅の他，不純物の鉄やニッケルも陽イオンとなって
溶け出すが，銅よりもイオン化傾向が大きいため水
溶液中にとどまる。不純物の金や銀は銅よりもイオン
化傾向が小さいため，単体として陽極の下に沈殿す
る（陽極泥）。純銅は陰極（電極B）で得られる。

（４）  （a）銅は熱濃硫酸と反応し，硫酸銅（II）となる。
 Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + 2H2O + SO2

   （b）（c）（d）硫酸銅（II）水溶液に塩基を加えると水
酸化銅（II）の青白色沈殿が生じる。この沈殿を加
熱すると黒色のCuOとなり，またアンモニア水を過剰
に加えると，テトラアンミン銅（II）イオンを含む深青色
溶液となる。

 Cu2++ 2OH－→ Cu（OH）2

 Cu（OH）2 → CuO + H2O
 Cu（OH）2 + 4NH3 → [Cu（NH3）4]2++ 2OH－

【２】
【解　答】（30 点）

（１） ⑤　　（2） ②　　（3） ① （3 点×3）
（４）（a）⑤
　　（b）沈殿 B：Cu（OH）2　　沈殿 C：CuO
　　（c）④
　　（d）沈殿 B：③　　沈殿 C：②　　溶液 D：⑤
 （3 点×7）

【3】
【解　答】（30 点）

（１） ②　　（2） ① （2 点×2）
（３） 
 （4 点）

（４） 気体 Z：②　　化合物 W：② （2 点×2）
（５） 
　　　　　　　　名称：ナトリウムフェノキシド （4 点×2）

（６） B：③　　C：⑪　　D, E：④、⑥（順不同）
　　F：⑦ （2 点×5）



一般入試／化学（前期）

【解　説】
（1） 塩化ナトリウム（NaCl）の様な電解質は，水に溶解す

るとき，陽イオンと陰イオンに分かれる。この現象を電
離という。

（4） 水の酸素原子は負に帯電（δ－），水素原子は正に帯
電（δ－）している。エタノール（C2H5OH）のヒドロキシ
基も同様に，酸素原子は負に帯電（δ－），水素原子は
正に帯電（δ－）している。エタノールの酸素原子は水
の水素原子と，エタノールの水素原子は酸素原子と
それぞれ水素結合を形成する。

（5） 水の粒子に比べてコロイド粒子がはるかに大きいた
め，光を跳ね返し散乱させるため，光の通路が見える
現象である。

（6） ブラウン運動は，コロイド粒子自身の動きではなく，水分
子などの分散媒分子によるもので，熱運動により水分
子が連続的にコロイド粒子に衝突するためである。

【解　説】
（1） 赤色沈殿は酸化銅（I） Cu2Oである。
 反応する前はCu2+であるので、酸化数の変化は、
 +2（反応前）→ +1（反応後）

（2） 還元性を示すアルデヒド構造との間に平衡がある。

（3） 化合物１，２，３，５は、酸条件下で変化しない。化合物４
は加水分解をうけて２になる。

  化合物２はアルデヒド構造との間に平衡、３はケトン構
造との間に平衡があり、他の化合物は平衡がない。

（5） グルコース（C6H12O6）の分子量は180
 したがって　180 : 2802 kJ/mol = 9.00 : x kJ
  x = 2802 × 9/180 = 140.1

【4】
【解　答】（30 点）

（１） 電離 （3 点）
（２） ア：③　　イ：①　　エ：⑦ （2 点×3）
（３） ウ：水和　　オ：コロイド　　カ：ブラウン運動
 （3 点×3）

（４） ② （4 点）
（５） チンダル現象 （3 点）
（６） 熱運動している水分子が連続的にコロイド粒子に衝突
　　するため。 （5 点）

【5】
【解　答】（30 点）

（１） 組成式：Cu2O 
　　参加数の変化：＋2（反応前）→＋1（反応後）
 （2 点×3）

（２） 

 （6 点）

（３） （a）：④　　（b）：② （3 点×2）
（４） ア：6　　イ：6　　ウ：6 （2 点×3）
（５） 140 kJ （6 点）


