
解 答解 答

Theme 沸点上昇と凝固点降下に関する問題 慶應義塾大学(2013 薬)①

必要があれば,次の値を用いよ。原子量　H＝1.0，C＝12.0，O＝16,0　として計算しなさい。
解答に際して,計算結果は,有効数字３桁で答えよ。
また,気体はすべて理想気体とする。
〔Ⅰ〕　希薄溶液の性質に関する文章を読み,問１,２　に答えなさい。
　不揮発性の溶質が溶解している希薄溶液において,溶質の種類には無関係に溶質の粒子数のみ
に依存する溶液の性質を束一的性質とよび,沸点上昇,凝固点降下などがある。式②のように,
溶液の沸点上昇度Δt[K]は質量モル濃度m[mol/kg]に比例し,その比例定数Kbをモル沸点上昇という。
モル沸点上昇は,溶質の種類に関係せず,溶媒の種類により一定となる。

Δt ＝ Kb m ……式②

ベンゼン50.0gに0.952gの不揮発性炭化水素Aを溶かした溶液の沸点を測定したところ
純ベンゼンの沸点より0.271℃高い温度で沸騰した。この結果から,炭化水素Aの分子量を計算
すると　ア　となる。炭化水素Aに含まれる炭素が全体の重さの94.4％とすると,分子式は
　イ　である。ただし,ベンゼンのモル沸点上昇は2.54[K･kg/mol]である。
　モル沸点上昇と同様に考え,溶媒1kg中に溶質1molを含む溶液の凝固点降下度をモル凝固点
降下という。ベンゼン37.0gに0.550gの安息香酸を溶かした溶液の凝固点降下度は0.318Kであった。
この結果から,ベンゼン中の安息香酸の分子量を計算すると　ウ　となる。ただしベンゼンの
モル凝固点降下は5.125[K･kg/mol]である。

問１　ア　～　ウ　に入る適切な数値または分子式を書きなさい。
問２　ウ　の結果から,安息香酸分子の大部分は,ベンゼン中ではどのような状態であると
　　　考えられるか。構造式で示しなさい。
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Theme 沸点上昇と凝固点降下に関する問題 北海道大学(2019 後期 理 他)

4.48gのナフタレンC10H8が溶解しているベンゼンC6H8溶液の凝固点を測定したところ,5.17℃

であった。この溶液のベンゼンの質量〔kg〕を有効数字2桁で答えよ。なお,ベンゼンの凝固点

および密度を5.53℃,0.88g/mL.ベンゼンのモル凝固点降下を5.12K･kg/molとする。



解 答解 答

Theme 沸点上昇と凝固点降下に関する問題 札幌医科大学(2013)① 一部改
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純粋な水を冷却して行くと,0℃で氷が析出してくる。これを凝固といい,冷却時間と温度との関係
は次図Bのようになる。
水に少量の溶質を溶かした水溶液の場合の冷却曲線はAのようになる。水の凝固点は溶質を
溶かすと下がる。この下がった量Δt を凝固点降下度という。希薄溶液の凝固点降下度は,溶質の
種類に無関係であるが,非電解質の場合は物質の質量モル濃度に比例する。電解質の場合は,
溶液中のイオンの質量モル濃度に比例する。
Δt と質量モル濃度との比例定数をモル凝固点降下(Kf)という。Kf  は溶媒に固有のもので,
水の場合は1.85K･kg/molである。
問１　図中のア～エの状態を最も適切に表している
　　　ものを,次の あ～う のうちから1つずつ選べ。
　　　あ　均一な液体である。�
　　　い　固体と液体が混ざっている。　　
　　　う　固体のみで液体は存在しない。
問２　イの状態は何と呼ばれているか。
問３　この水溶液の凝固点はa～dのうちどれか。
　　　最も適切なものを記号で答えよ。
問４　純水ではc'－d'の温度は一定であるが,溶質が溶け
　　　ている場合はc－dのように,冷却とともに
　　　徐々に下がる。この理由を50字以内で記せ。
問５　次の あ～お の塩1gを水100gに溶解した時,
　　　凝固点が一番低いのはどれか。記号で答えよ。
　　　あ　NaBr(式量102.9)  い　KCl(式量74.6)　う　Na2SO4(式量142)
　　　え　MgCl2(式量95.3)　　お　Al2(SO4)3(式量342)
問６　ある非電解質1.00gを水100gに溶解したところ,
　　　その凝固点降下度は0.102Kであった。
　　　この非電解質の分子量を有効数字３桁で求めよ。

イア



解 答解 答

Theme 沸点上昇と凝固点降下に関する問題 岩手大学(2013 工　後期)①
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次の文章を読み,問に答えよ。数値は有効数字３桁で求めよ。

物質をつくる粒子は,熱運動している。融解や蒸発は,粒子の熱運動が激しくなり,粒子の一部
の結合力を振り切って動き出すことで起こる。したがって,粒子間に働く結合力が強い物質ほど,
一般に,融点や沸点が　(ア)　。
　結晶は,粒子間の結合の種類により融点に違いが生じる。共有結合,　(イ)　,金属結合は,
　(ウ)　や　(エ)　に比べて,結合力が強い。したがって,原子やイオンが,共有結合や　(イ)　
で結合して固体をつくる物質は,一般に融点が高い。また,水およびエタノールを冷やした場合,
生成した結晶を形成する特徴的な結合は,　(ウ)　であり,　(オ)　の大きい原子と　(カ)　原子
の間にはたらく。　(ウ)　は,無極性分子の　(エ)　より強いので,　(ウ)　する分子からなる
物質は,融点が　(キ)　。
　一般に,溶液の凝固点は,純溶媒の凝固点よりも低くなる。質量モル濃度1mol/kgの溶液の
凝固点降下度をモル凝固点降下といい,　(ク)　の種類により,固有の値となる。凝固点降下度は,
存在するすべての溶質粒子(分子,イオン)の質量モル濃度に比例する。溶液の質量モル濃度を
m[mol/kg],凝固点降下度をΔt[K] とすると,式(1)となる。電解質を溶かした溶液の凝固点降下度
 t の値は,生じたイオンの合計の物質量で決まる。

Δt ＝ Kb×m　(Kf：モル凝固点降下[K･kg/mol]) ……(１)

　以下の実験１～実験３をおこなった。
実験１：水のモル凝固点降下は,1.85K･kg/molである。水100gに,純粋な化合物Aを1.80g溶かし,
       　　1.01×105Paのもとで,常温からゆっくりと冷却したところ,凝固点が0.570K降下した。
実験２：ベンゼンのモル凝固点降下は,5.12K･kg/molである。ベンゼン100gに,純粋な化合物A
       　　を1.80g溶かし,1.01×105Paのもとで,常温からゆっくりと冷却したところ,凝固点が
       　　0.770K降下した。

問１．文章中の　(ア)　～　(ク)　に適切な用語を書け。
問２．化合物Aを非電解質とし,実験１および実験２のそれぞれの結果から,化合物Aの分子量を
      求めよ。計算過程も示せ。
問３．化合物Aを酢酸と仮定した場合,問２で求めたそれぞれの分子量にもとづいて,酢酸分子は
      水中およびベンゼン中でどのような状態で存在すると考えられるか,簡潔に説明せよ。
      また,ベンゼン中での酢酸分子の状態を図示せよ。 



解 答解 答

Theme 沸点上昇と凝固点降下に関する問題 昭和大学(2013 歯 薬 )
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水200gに酢酸を2.4g溶かした溶液の凝固点は－0.38℃であった。この酢酸水溶液における酢酸の

電離度はいくらか，有効数字２桁で答えよ。ただし，酢酸を溶かしても水の体積は200mLの

ままで変化せず，酢酸の分子量は60,水のモル凝固点降下は1.85K･kg/molとする。



解 答解 答

Theme 沸点上昇と凝固点降下に関する問題 愛媛大学(2013 理 医 工 農)
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問題を解くのに必要があれば，下記の数値を用いなさい。
水のモル凝固点降下：1.85K･kg/mol

問　平均分子量20000の非電解性水溶性高分子化合物0.100gを,水100gに溶解させた。

　　この溶液の凝固点降下度を計算過程を示して有効数字３桁で答えなさい。その結果から，

　　凝固点降下法を用いて高分子化合物の平均分子量を推定することが困難である理由を示

　　しなさい。



解 答解 答

Theme 沸点上昇と凝固点降下に関する問題 東京薬科大学(2012 薬)①
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沸点上昇に関する問に答えなさい。ただし,電解質は水溶液中ですべて電離するものとする。
問１　不揮発性の非電解質の希薄溶液の質量モル濃度をm[mol/kg],沸点上昇度をΔt[K],モル沸点
      　 上昇をKbとすると,m,Δt,Kbの間には　A　の関係が成り立つ。(１)と(２)に答えなさい。

(１)　A　にあてはまる式をa～eから選びなさい。
　　　a　Δt ＝ Kb×m　b　Kb ＝ Δt ×m　c　m ＝ Δt×Kb　 d　Δt ＝ Kb×m2　　e　Kb ＝ Δt 2 ×m

(２)　A　の式では,質量モル濃度[mol/kg]を用いている。モル濃度[mol/L]を用いない理由を
　　　書きなさい。

問２　水100gにグルコースC6H12O6 1.80gを溶かしたとき,大気圧下における沸点が0.0515K上昇
　　　した。ただし,原子量は,H＝1,C＝12,N＝14,O＝16
　　　また,すべての操作は大気圧下で行ったものとし,大気圧は1.013×105Paとする。
    　水1000gに尿素(NH2)2CO3.00gを溶かすと,沸点は何K上昇するか。最も近い値をa～eから
　　　選びなさい。
　　　a　0.0258　　b　0.0515　　 c　0.103　　 d　0.155　　 e　0.206
問３　次のa～eについて,(１)と(２)に答えなさい。
            a　水	 b　0.1mol/kg塩化ナトリウム水溶液
　　　c　0.1mol/kg塩化マグネシウム水溶液	 d　0.1mol/kg尿素水溶液
　　　e　0.1mol/kgスクロース水溶液
　　　(１)　同温での蒸気圧が最も大きいものをa～eから一つ選びなさい。
　　　(２)　同圧下での沸点が最も高いものをa～eから一つ選びなさい。



解 答解 答

Theme 沸点上昇と凝固点降下に関する問題 静岡大学(2012 理 工 農)一部改
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次の文章を読み,下の問いに答えよ。
塩化ナトリウム水溶液の凝固点は純粋な水の凝固点よりも低い。

問１　下線部について,塩化ナトリウム水溶液の冷却曲線を図に示した。次の問に答えよ。　
　　　(１)　図中で液体と固体が共存するのは　　　　　のどの部分か。すべてを選び,記号で
　　　　　　答えよ。

　　　(２)　この水溶液の凝固点を示しているのは,t1～t3のうちのどれか。
問２　塩化ナトリウム(式量58.5)3.0gを水500gに溶かした水溶液がある。一方,質量 x [g]の尿素
           CO(NH2)2(分子量：60)を水600gに溶かした水溶液がある。これら二つの水溶液の凝固点は
      等しかった。質量 x を求めよ。有効数字２桁で答えよ。

あ お～



解 答解 答

Theme 沸点上昇と凝固点降下に関する問題 大阪府立大学(2011 生命環境科 理)一部改

硫酸(分子量：98.0)は水溶液中で以下のように段階的に電離している。

１段目は完全に電離しているのに対し,２段目は一部が電離している。硫酸4.90gを500gの純水に
加えたとき,凝固点は－0.385℃であった。２段目の電離度 αを有効数字３桁で求めよ。
水のモル凝固点降下は1.85(K･kg/mol)とする。

H2SO4  →  H＋ ＋ HSO4
－ 

HSO4
－  →  H＋ ＋ SO4

2－→
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解 答解 答

Theme 沸点上昇と凝固点降下に関する問題 大阪府立大学(2011 生命環境科 理 )一部改

34.2gのショ糖(C12H22O11 分子量：342)を1.00kgの純水に溶かした水溶液の凝固点を測定すると

－0.185℃であった。500gの純水に0.585gの塩化ナトリウム(分子量 58.5)を溶かした水溶液を

－0.200℃まで冷却したとき，生じた氷は何gか求めよ。

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2015



解 答解 答

Theme 沸点上昇と凝固点降下に関する問題 東京理科(2011 理１部 )
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酢酸をベンゼンに溶かすと,下式のように,水素結合により会合し,二量体を生成することが
知られている。

CH3 C

O

O

H
CH3 C

O

O

H

H O

C CH3

O

会合度

今,ベンゼン100gに酢酸を1.50g溶かしたところ,凝固点が5.53℃から4.51℃に下がった。
この結果より,下式(1)で表わされる会合度βを有効数字２桁で求めなさい。

ここで,酢酸の分子量は60.0,ベンゼンのモル凝固点降下Kf は5.12K･kg/molである。

二量体生成に要した酢酸分子の物質量

はじめの酢酸分子の物質量
……(１)

→→2



解 答解 答

Theme 沸点上昇と凝固点降下に関する問題 宮崎大学(2010 工 農 後期)①
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必要があれば，次の原子量を使うこと。 H＝1.0，C＝12.0，	 O＝16.0
分子量の測定法として，凝固点降下法がある。凝固点降下度は溶媒1kgに溶けている全溶質の物質
量に比例する。その比例定数をモル凝固点降下といい，溶質の種類に関係なく溶媒の種類によって
決定される。
　酢酸はベンゼン溶液中ではその一部が二量体を形成する。このように二量体が形成されること
を会合といい，溶けている全溶質の物質量に対する会合した溶質の物質量の割合を会合度という。
ベンゼンに溶かした酢酸がすべて単量体として存在する時の質量モル濃度をm(mol/kg)とした時，
この質量モル濃度が会合によって変化する。平衡状態での会合度をbとすると単量体および二量体
の質量モル濃度を下記のように表わすことができる。

① そこで，bを求めるために，ベンゼン50gに酢酸1.20gを溶かした溶液の凝固点を測定すると，
4.44℃であった。ただし，ベンゼンの凝固点は5.50℃であり，モル凝固点降下は5.12(K･kg)/mol
とする。また，温度によって平衡は変化しないものとする。

問１　酢酸が単量体と二量体の平衡状態として存在する時，単量体と二量体を合わせた質量モル
　　　濃度は，単量体だけと考えた時の何倍になっているかを答えよ。
問２　ベンゼン50gに酢酸1.20gを加えた溶液中で，酢酸がすべて単量体で存在すると仮定した
　　　場合の溶液の質量モル濃度を計算して答えよ。
問３　下線①において，ベンゼンに溶解している酢酸の単量体と二量体を合わせた質量モル
　　　濃度を小数点第３位まで求めて答えよ。
問４　bを小数点第３位まで求めて答えよ。
問５　問４の結果から，酢酸はベンゼン中で単量体と二量体のどちらが多く存在しているか
　　　を答えよ。

2CH3CO2H  →  (CH3CO2H)2

→

質量モル濃度
2

mb
m(1－b) 



解 答解 答

Theme 沸点上昇と凝固点降下に関する問題 鹿児島大学(2010 医 理 工 農 他)①
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右図は,液体が純溶媒とある物質の希薄溶液のときの冷却曲線を表している。記号A～Dは,純溶媒
と溶液の冷却曲線の対応する点をそれぞれ示している。点Aは,直線CDの延長線と冷却曲線との
交点であり,Δt は凝固点降下度である。

　液体を冷却していくと,時間と共に液体の温度は
低下し,(　ア　)点で凍り始めた。
冷却曲線に極小がみられる現象は(　イ　)による
ものである。B点を過ぎると温度はC点まで上昇した。
この現象は,状態変化にともない(　ウ　)熱が放出
されたことによる。C点からD点への変化では,
純溶媒の冷却曲線は水平であるが,溶液の冷却曲線
では時間と共に低下する傾向がみられた。
なお,溶液を冷却しても溶質は溶けたままであった。

問１　文中の(　ア　)に記号A～Dのいずれかを,
　　　(　イ　),(　ウ　)に適切な語句を入れなさい。

問２　下線部の理由として,最も適切な説明を以下のa)～f)より1つ選びなさい。
　　　a)　液体が凝固し始めると溶液の濃度が増加し,凝固点降下度が小さくなるため。
　　　b)　液体が凝固し始めると溶液の濃度が減少し,凝固点降下度が小さくなるため。
　　　c)　溶液の場合,液体が凝固し始めるとモル凝固点降下が小さくなるため。
　　　d)　液体が凝固し始めると溶液の濃度が増加し,凝固点降下度が大きくなるため。
　　　e)　液体が凝固し始めると溶液の濃度が減少し,凝固点降下度が大きくなるため。
　　　f)　溶液の場合,液体が凝固し始めるとモル凝固点降下が大きくなるため。

問３　濃度が1.0×10－1mol/kgのスクロース水溶液の凝固点は－0.185℃であった。
　　  5.0×10－2molのスクロースを500gの水に溶かした溶液と,ある非電解質9.0gを500gの水
　　  に溶かした溶液を調製した。これら2つの溶液を合わせた水溶液の凝固点も－0.185℃
　　  であった。非電解質の分子量を求めなさい。解答欄には計算式も記入しなさい。

問４　濃度が1.0×10－3mol/kgの酢酸水溶液と,同じ濃度のスクロース水溶液の凝固点降下度を
　　　測定したところ,酢酸水溶液の凝固点降下度とスクロース水溶液の凝固点降下度の比は1.15
　　　であった。
１　　酢酸の電離平衡式を書きなさい。
２　  濃度が1.0×10－3mol/kgの酢酸水溶液中の酢酸の電離度を有効数字２桁(けた)で求めなさい。


