
【解　説】
結晶格子
（１）�アイ　金属元素の原子はイオン化エネルギーが小

さく電子を放出しやすい。イオン化傾向は，水溶液
中での金属のイオンへのなりやすさを表している。

（２）�単位格子中に含まれる原子の数は次のとおりであ
る。

（３）�（a）の結晶格子の一辺の長さをa，原子半径をr
とすると，

（４）�（b）の結晶格子の一辺の長さをbとすると，

出題のねらい
　一般（中期）の化学は、化学基礎・化学全般からの
出題です。物質の構造や性質の基礎知識が身について
いるか、実験操作を読み取って反応量の計算ができる
かが問われています。また、今回は、各イオンが平衡状
態にあるアミノ酸の水溶液において、pHと各イオンの割
合のグラフの読み取りも問われました。

【１】�　金属の結晶構造に関する、設問文の空所補充式
を含んだ問題です。体心立方格子、面心立方格子
とともに六方最密構造の単位格子に含まれる原子の
数を確認しましょう。また、体心立方格子、面心立方
格子の原子半径と単位格子の一辺の長さの関係を原
子が接する断面から導き出せるようにしておきましょう。

【２】�　２族元素とその化合物の性質や逆滴定による二酸
化炭素の定量に関する、設問文の空所補充式を含
んだ問題です。２族元素とその硫酸塩や炭酸塩の
性質を確認し知識を蓄えましょう。逆滴定では、水
酸化バリウムと二酸化炭素の物質量比、水酸化バリ
ウムと塩酸の物質量比をおさえましょう。もとの水溶
液のうちどれだけを取り出したかに注意して計算でき
たかがポイントです。

【３】�　ケイ素とその化合物の性質に関する、設問文の
空所補充式を含んだ問題です。ケイ素の単体の性
質、二酸化ケイ素の結合と構造をおさえましょう。シ
リカゲルなどケイ素を含む身の回りの物質の性質や
生成の確認も大切です。

【４】�　酸素を含む有機化合物の構造決定に関する総合
的な問題です。元素分析の計算と分子量のヒントより
分子式を正確に求める力をつけましょう。求めた分子
式から、異性体の構造式をすべてかけるか、加水
分解をしたときの生成物について、与えられた条件か
らその構造を考えられるかがポイントです。ヨードホル
ム反応や銀鏡反応、アルコールの酸化反応などの知
識を蓄え、構造を決定できるようにしましょう。構造式
だけでなく物質名をおさえておくことも大切です。

【５】�　タンパク質とアミノ酸に関する、設問文の空所補
充式を含んだ問題です。アミノ酸の基本構造と、ア
ミノ酸が結合してタンパク質となるときのペプチド結合
の構造をおさえましょう。また、アミノ酸の水溶液に
おいて、陽イオン、双性イオン、陰イオンが平衡状
態にあること、および、pH が変化したときの平衡移
動により、どのイオンの割合が多くなるか考えましょう。
pH の大きさとイオンの割合の変化のグラフの読み取
りが正しくできるかどうかポイントです。

【1】
【解　答】（30 点）

（１）�ア�②　　イ�⑤� （4 点×2）
（２）�（a）2　　（b）4　　（c）2� （4 点×3）
（３）�⑥� （5 点）
（４）�1.2 倍� （5 点）
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【解　説】
2 族元素
（１）�マグネシウム，カルシウム，ストロンチウム，バリウム

はいずれも周期表の 2 族の元素である。
（２）�カルシウムは原子番号 20 の元素。カルシウム原子

では，K 殻に 2 個，L 殻に 8 個，M 殻に 8 個，N
殻に 2 個の電子がある。

（３）�①カルシウムの単体は銀白色の固体である。誤り。
� �②ストロンチウムは紅色，バリウムは黄緑色の炎色

反応を示す。誤り。
� �③硫酸バリウムは水に溶けにくい。誤り。
� �④炭酸マグネシウムは水に溶けにくい。正しい。
� �⑤石灰水は水酸化カルシウムの飽和水溶液であ

る。誤り。
（４）�（a）0.0200�mol/L の水酸化バリウム水溶液中の�

�水酸化物イオンのモル濃度は，
� [OH－]＝2×0.0200＝4.00×10－2�mol/L
Kw＝[H＋]�[OH－]＝1.00×10－14（mol/L）2より，

　　�（b）塩酸と水酸化バリウムの反応は次のとおりで�
� ある。

� 　　　2HCl�＋�Ba（OH）2�→�BaCl2�＋�2H2O
HCl：Ba（OH）2�＝2：1 の物質量比で反応するので，
反応した水酸化バリウムの物質量は，

　　�（c）二酸化炭素を吹き込む前の水酸化バリウム水�
� 溶液 20.0�mL 中の水酸化バリウムの物質量は，

これより，二酸化炭素と反応した水酸化バリウムの物質
量は，

水酸化バリウムと二酸化炭素の反応

【解　説】
ケイ素とその化合物
（１）�地殻中，ケイ素は酸素に次いで 2 番目に多く存在

する元素である。
（２）�イ　ケイ素は他の原子と共有結合をつくりやすい。
� �ウ　水晶や石英やケイ砂は，ほぼ純粋な二酸化ケ

イ素である。
� �エ　二酸化ケイ素は，ケイ素原子と酸素原子が交

互に共有結合し立体網目構造をもつ。その構造は，
ケイ素原子を中心とした正四面体のすべての頂点
に酸素原子が結合した形をしている。

（３）�ケイ素の単体の電気伝導性は金属と非金属の中間
で，半導体の性質をもつ。

（４）�二酸化ケイ素はフッ化水素酸に溶ける。
� �SiO2�＋�6HF�→�H2SiF6�＋�2H2O
� �よって，フッ化水素酸はガラスびんで保存せずポリ

エチレンの容器で保存する。
（５）�①ケイ素の単体は自然界では産出されない。誤り。
� �②サファイアの主成分は酸化アルミニウムである。

誤り。
� �③セッコウの主原料は硫酸カルシウムである。誤り。
� �④シリカゲルはケイ酸を加熱して脱水すると得られ

る。正しい。
� �⑤シリカゲルには，吸湿状態がわかるように塩化コ

バルト（Ⅱ）が添加されたものがある。吸湿すると
青色から赤色に変化する。誤り。

【2】
【解　答】（30 点）

（１）�2� （2 点）
（２）�K2，L8，M8，N2� （5 点）
（３）�④� （5 点）
（４）�（a）�12.6� （6 点）
　　（b）�9.00×10－5�mol� （6 点）
　　（c）�②� （6 点）

【3】
【解　答】（28 点）

（１）�酸素� （4 点）
（２）�イ�②　　ウ�⑥　　エ�⑧� （3 点×3）
（３）�半導体� （5 点）
（４）�SiO2�＋�6HF�→�H2SiF6�＋�2H2O� （5 点）
（５）�④� （5 点）

　Ba（OH）2�＋�CO2�→�BaCO3�＋�H2O
より，反応した二酸化炭素の物質量も4.0×10－5�molであるので，
この空気中の二酸化炭素の体積割合は，
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テルのCH3COOCH3，化合物CはHCOOHと　　�
C2H5OH からなるエステルの HCOOC2H5 である。

　a�　正しい。C2H5COOH，CH3COOCH3，　　　　　�
HCOOC2H5 はいずれも鏡像異性体をもたない。

　b�　誤り。エチレンに水を付加させると，エタノールが
得られる。

　c�　正しい。C2H5OHを酸化するとCH3COOH が得
られる。

（６）��化合物 C�HCOOC2H5 の名称は，ギ酸エチルであ
る。

【4】
【解　答】（32 点）

（１）�C3H6O2� （6 点）
（２）�⑦� （5 点）
（３）�C2H5COOH� （6 点）
（４）�③� （5 点）
（５）�③� （5 点）
（６）�ギ酸エチル� （5 点）

【解　説】
酸素を含む脂肪族化合物
（１）��化合物 A�18.5�mg 中の炭素，水素，酸素の質量は，�

� 炭素�：�33.0×　　＝�9.0�mg

� 水素�：�13.5×　　＝�1.5�mg

� �酸素�：�18.5－9.0－1.5�＝�8.0�mg
　炭素，水素，酸素の物質量比は，

� C：H：O�＝�　　　　　　　＝�3：6：2

　�よって，化合物 Aの組成式は，C3H6O2 である。
　�ジエチルエーテルC2H5OC2H5 の分子量は 74 で，化
合物 Aの分子量と等しいので，化合物 Aの分子式
は C3H6O2とわかる。

（２）��炭酸水素ナトリウムと反応して気体アを発生する化
合物 Aは，炭酸より強い酸のカルボン酸であり，こ
のとき発生する気体アは二酸化炭素である。

� �　また，化合物 B，C は加水分解するのでエステ
ルと考えられ，中性の加水分解生成物の化合物 E，
G がナトリウムと反応して気体イを発生することから，
化合物 E，Gはアルコール，気体イは水素とわかる。

（３）��化合物 A の分子式は C3H6O2 で，カルボキシ基を
もつので，化合物 A はプロピオン酸 C2H5COOH�
である。

（４）��分 子 式 が C3H6O2 の エステルは，HCOOC2H5
と CH3COOCH3 の 2 種 類 である。HCOOC2H5
を加水分解するとギ酸 HCOOHとエタノール
C2H5OH が，CH3COOCH3を加水分解すると酢酸
CH3COOHとメタノールCH3OH が生成する。

� �　また，化合物 E，Gは中性のアルコールであるの
で，C2H5OH か CH3OH のいずれかであるが，こ
のうちヨードホルム反応が陽性であるのは C2H5OH
であるので，化合物 G が C2H5OH である。これ
より，化合物 E は CH3OH，さらに，化合物 D は
CH3COOH，化合物 F は HCOOHとわかる。化
合物 D ～ G のうち，銀鏡反応を示すのは化合物
Fのギ酸のみである。

（５）��化合物 B は CH3COOHとCH3OH からなるエス�
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【5】
【解　答】（30 点）

（１）�ア　カルボキシ　　　イ　アミノ� （4 点×2）
（２）�④� （4 点）
（３）�等電点� （5 点）
（４）�（a）�①　　（b）�③� （4 点×2）
（５）�18�％� （5 点）

【解　説】
アミノ酸
（１）��アイ　アミノ酸は分子内に酸性を示すカルボキシ基

と，塩基性を示すアミノ基の両方をもっている。同
じ炭素原子にカルボキシ基とアミノ基が結合してい
るアミノ酸をα－アミノ酸という。

（２）��タンパク質は，多数のアミノ酸がペプチド結合
� －CONH－により結合した構造をもつ。
（３）��アミノ酸は水溶液中では，陽イオン，陰イオン，双性

イオンの形で存在し，電離平衡の状態になっている。
アミノ酸の水溶液において，陽イオン，陰イオン，双
性イオンの電荷の総和が全体としてゼロになるとき
の pHは等電点と呼ばれる。

（４）��アラニンの等電点は 6 付近である。アミノ酸の水溶
液の pH が，等電点より小さいときは陽イオンの割
合が大きく，等電点より大きいと陰イオンの割合が大
きくなる。双性イオンの割合は等電点付近で最大に
なる。

（５）��分子量 89 のα－アミノ酸は，NH2CH（CH3）COOH
である。このアミノ酸 3 分子からなるペプチドの分
子量は，

� 　89×3－18×2＝231
　�このペプチドに含まれる窒素の含有率（質量パーセン
ト）は，


